
◆まちの保健室 in 県立図書館 

３／１１○水  13:00～16:00 

最近ちょっと気になることや、家での療養生

活のことなどを看護士がアドバイス。 

【【主催】(公社)福井県看護協会、県立図書館 

◆ライブラリーコンサート 

  オカリナ演奏会 

３／１４○土  14:00～15:00 

アニメソングやポップス、童謡などを数種

類のオカリナの優しい音色でお楽しみくだ

さい。体験もできます♪  ［申込不要］ 

         ＠多目的ホール 

【演奏】オカリナサークル「コスモス」 

【対象】子どもから大人までどなたでも 

◆白川文字学入門講座 

白川文字学の魅力 

３／２２○日  10:30～12:00 

古代中国を舞台にした小説で知られる宮

城谷昌光氏のエッセイから、漢字の成り

立ちや白川文字学の魅力を当館職員が

分かりやすく説明します。   ＠研修室 

✪参加者に特製クリアーホルダー進呈 

【対象】県民一般（高校生以上） 

◆人形劇団｢とんと｣公演 

だるまちゃんとてんぐちゃん 

３／２８○土  13:30～14:30 

福井県出身の絵本作家、加古里子さん

の絵本を原作とする、親子で楽しめる人

形劇です。 

＠多目的ホール 

【同時上演】「ころがる とんだ おちた」 

【対象】 子どもとその保護者 １００名 

◆街角ストレスチェック in県立図書館 

３／１８○水  13:30～17:00 

臨床心理士によるストレスチェックと、アロマ

ハンドトリートメント(～16:00)・ハー

ブティーのリラックス体験。 

【主催】県総合福祉相談所、県立図書館 

✪上記の２行事は  
          ＠エントランスホール 

◆乳がん検診 10:00～12:00 （要申込・４０歳以上・先着２２名、３/６○金まで受付） 

◆健康相談・健康診断 （午前：先着２０名・午後：先着５０名、当日受付） 

【午前】 10:00～12:00 （11：30受付終了）、【午後】 14：00～15：30 （15：00受付終了） 

血圧測定、血糖値測定、乳がん視触診指導（対象：女性、午後のみ） 

◆健康に関する講演会｢家族のための健康管理｣ 

 13：00～13：50（当日受付） 

  【講師】松田一夫 氏（医師、県民健康センター所長） 

◆健康パネル展 （生活習慣病啓発パネル） 

◆検診車展示（マンモ検診車、午後のみ） 〈 ＠正面玄関横 〉 

けんころちゃんも 

来るよ！ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

福井県 図書館 

申込不要 

杉山 亮（すぎやま・あきら） 

１９５４年生まれ。１９７６年より保育士として勤務。３０歳のときおもちゃ作家に転身。４０代から児童文学作家

として活動。手づくりおもちゃ屋<なぞなぞ工房>を主宰。主な著作として『たからものくらべ』（福音館書店）、

「名探偵」シリーズ（ポプラ社）など。大人向けに保育エッセイ『子どもにもらった愉快な時間』（晶文社）等。 

杉山亮の 

ものがたりライブ 
 

３／２９○日  11:00～12:00 

【定員】小学生から大人まで１００名 

杉山亮さんのオリジナルストーリーでお贈りする、

大人も子どもも楽しい！おはなしライブショーです。 

申込受付中 
〈先着順〉 

✪午前・午後いずれも 
＠多目的ホール 

≪ イベントはすべて参加無料。要申込のものは定員になり次第締め切ります。≫ 
✤問合せ・申込先✤  県立図書館  〒918-8113 福井市下馬町５１－１１  

Tel :  0776-33-8860 / Fax : 0776-33-8861 / e-mai l :  tosyokan@pref.fukui . lg . jp  

杉山亮さん がやってくる！ 

県立図書館に 

「名探偵」シリーズの作者 

 すぎやま あきら 

要申込 要申込 

2／27○金～申込受付 

申込不要 

【対象】県民一般 

◆大人のための健康相談＆健康診断 

【主催】(公財)福井県健康管理協会、 
              県立図書館 

３／２１○土・○祝  10:00～15:30 

＠多目的ホール 

講演会参加者に 
健康グッズ進呈 
(先着100名) 

杉山亮講演会 

こどもとものがたりのいい関係 

 

３／２９○日  13:30～15:00 

【定員】一般１００名 

児童文学作家で、保育士の経験もある講師が、 

子ども本、子育てについて体験談をもとに語ります。 



◆一般特集コーナー 

 

ビジネスマナーやスキルの本、大学新入生に勧める本、人間関係・ 

自己啓発の本、一人暮らしの実務や資格・語学の本などを特集。 

◆子ども室特集コーナー１ 
 
 
 

福井県の全市町で平成２７年度に採用される、小学１～６年

生の国語の教科書に掲載されている本を特集。 
◆｢漢字の魅力｣シリーズ⑥ 

｢出発～新たな道を～｣ 

 

＠白川文字学の室 

２/２７○金～４／１２○日  

古代の人が恐れや不安をどのように克服していたのか

展示クイズで紹介。絵画作品、難読漢字クイズも展示。 

✪クイズに全問正解すると特製クリアーホルダー進呈！ 

３/ ４○水～４／１２○日  ３/ ４○水～４／１２○日  

◆子ども室特集コーナー２ 
 
 
春や卒業・入学・進級をテーマにした絵本・読み物、春の動

植物・気候・食べ物に関する知識の本などを特集。 

３/ ４○水～４／１２○日  

◆ビジネス支援コーナー特集 

 

 ピケティブームで経済学に関心をもった方を 

対象に、マルクス、ケインズ、シュンペーター、 

ハイエク、マックス・ウェーバーなど経済学の 

長い歴史を作り上げた巨人たちの本を特集。 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

仕事を持ち、働いていることで生き生き

とした人生を歩んでいる女性に関する

本を特集。 

◆ティーンズコーナー特集 

 

 春は別れと出会いのシーズンであることか

ら、友情がテーマの物語と、友達の存在

や関係について書かれた本などを特集。 

２/２７○金～４／１２○日  (ビジネス・ワーキングマザー) ２/２７○金～３/２５○水 

図書点検のため休館します 

【期 間】 ４／１３（月）～１７（金） 

利用者の皆様が必要な資料をすぐに見つけ出

せるよう、また気持ちよく利用できるように

するため図書点検を行います。ご不便をおか

けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

     平成２７年度 図書館ボランティア募集中 

２７年度に活動を希望される方の登録申込みを受付中です。 

貸出・返却カウンターにある申込書に記入の上、持参または 

郵送ください。（申込書はホームページからダウンロード可） 

【対   象】 意欲と熱意のある方（高校生以上） 

【活動内容】 資料整理（書架への返却、書架整理等）、白川文字学の室の受付 

【締   切】 平成２７年３月２１日（土） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 
 

４ 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 
 

・ ・ ・ 1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14 
 

5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 
 

12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28 
 

19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31 ・ ・ ・ ・ 
 

26 27 28 29 30 ・ ・ 

＊   色のついた日は休館日です。 

＊開館時間は、火～金曜日は午前９時～午後７時、土・日・祝日は午前９時～午後６時です。 

＊３月２１日（土・春分の日）・３月２２日（日）・４月２９日（水・昭和の日）は開館します。（午前9時～午後6時） 

＊ふるさと文学館開館記念として、２月～４月の毎週金曜日、春休み期間中の火～金曜日は午前９時～午後８時とします。 

 

          ３月のおはなし会    

 開館日カレンダー  

いずれのおはなし会も、開始後の出入りはできませんのでご了承ください。≪参加無料≫ 

◆おはなし会◆ 

３月１４日（土）、２８日（土） 

  えほん『たんぽぽ』他 

（対象：３歳以上） 

◆小学生のための 
  春のおはなし会◆ 

３月２２日（日）15:00～ 

ストーリーテリング 
「チモとかしこいおひめさま」他 

◆かがくえほんの会◆ 

３月 ７日（土） 

えほん『しろいかみのサーカス』他 

（対象：３歳以上） 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

３月２１日（土） 

かみしばい『ききみみずきん』他 

（対象：２歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編   ３月１５日（日） 10:00～10:30 

 【講師】図書館職員（申込不要） 

◆絵本・わらべうた編   ４月 ７日（火） 【講師】がっちゃん 

10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（１･２歳児） 

＠どちらも 子ども室おはなしの部屋 

 ◆ムーブメント編   ４月２１日（火） 10:00～10:30 
【講師】岩田 美子氏（教諭、臨床心理発達士、ムーブメント療法士） 

＠研修室 

 

 

 

 

要申込 

要申込 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

｢新生活のすすめ～新しいことにチャレンジ～｣ ｢入学・進級おめでとう！ 
小学校の国語の教科書にのっている本｣ 

｢はるになったら｣ 

｢経済学の巨人たちの本｣ ｢輝くビジネスウーマン｣ 

＠子ども室 

｢ずっとともだち これからともだち｣ 


