
漢字のゲームやパズル、展示クイズ、これまでの

難読漢字クイズなど。 

【対象】子どもから大人まで  ［申込不要］ 

「自然のことばかるた」の実践や科学実験をします。 

【講師】淺原雅浩さん（福井大学教授） 

【定員】小学生４０組（小学３年生以下は保護者同伴） 

✪汚れてもよい服装で参加してください。 

 

計２回 

 普段見ることのできない図書館の書庫、文書館の燻蒸室、 

ふるさと文学館の見学。参加者には記念品をプレゼント！ 

【定員】小学生と


その保護者各１０組（子どもだけの参加も可） 

７／３１○金  10：30～、13：30～ 

 

図書館探検隊 

英語の絵本のよみきかせ、アメリカの子どもたち

に親しまれているゲームや歌を楽しもう。 

【講師】ドンネリー・クリステンさん（県ＡＬＴ） 

【定員】小学生４０組 

７／２０○月・○祝  11：00～12：00 

大学生ならではのパワフルな歌声で、楽器を使わずに声だけ

で奏でるコンサートです♪ ［申込不要］ 

【出演】福井県立大学アカペラ部 Ｔｒａｎ－Ｂａｃｃａｎｏ 

【対象】子どもから大人まで    ＠多目的ホール 

手織り機で糸を織ってコースターを作ろう！【材料費】３００円 

【対象】小学生から大人まで 各回８名［申込不要・１日５回随時受付］ 

県立美術館で開催中の「古代エジプト美術の世界展」〔８／３０

（日）まで〕にちなみ、古代エジプト美術の魅力等を紹介。（関連本

コーナー設置） ［申込不要］ 【対象】 県民一般（どなたでも）                  

【講師】 県立美術館学芸員 

【主催】 県立美術館・県立図書館 

７／２５○土  14：00～15：00 

読書感想文の書き方のポイントをアドバイス！  

【定 員】１日１０名（おひとり１５分） 

【持ち物】筆記用具、感想文を書く本、できれば自分で書いた感想文 

✪申込受付は電話のみ。１家族あたり１名まで 

８／９○日  10:00～12:00 ［初心者歓迎］ 

秋の行事等に活かせるよう、動き回る子どもたちの撮り方等を紹介。 

撮影後はスイーツを食べながら作品発表会♪ 

【講 師】 寺下 ユンさん（福井＊カメラ女子の会代表） 

【対 象】 小学生までのお子さんとその保護者 １５組 

【参加費】 １，０００円（ケーキセット・資料代等） 

【持ち物】デジタルカメラ（コンパクトカメラ・一眼レフカメラどちらでも可）、 

ＳＤカード  ✪カメラの充電、ＳＤカードの容量確認をお願いします 

季節の絵本や昔話などのストーリーテリングとよみきかせ 

【語り手】福井おはなしの会、当館職員 【定員】小学生２０名 

               

【申込・問合せ先】 法テラス福井［事前電話申込制］ 
［電話：０５０-３３８３-５４７５（受付時間：９：００～１７:００）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

福井県 図書館 

7/1（水）

～受付 

≪ 夏休みイベントは一部を除き ７／１４日○火から受付。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  

７／２５○土  13：30～16：00 

 

県立図書館で漢字まつり～漢字で遊ぼう、楽しもう！

～ 

７／２６○日  14：00～15：30 

 

子ども科学講座 科学とことばの大冒険 

８／２○日  10：00～11：00 

 

子ども国際講座 

８／８○土  11：00～12：00 

 舞台俳優やリポーターなどの経歴を持つ３名が、「星」をテーマ

とする作品の世界を朗読します。 

【演目】「よだかの星」（宮沢賢治）、「水の星」（茨木のり子）など 

【朗読】梅田美千代さん、鴛田静佳さん、鈴木裕子さん 

【対象】小学校高学年から大人まで  ［申込不要］ 

協力：福井県子どもＮＰＯセンター 

朗読アンサンブル ～星のものがたり～ 

7/1（水）

～受付 

＠多目的ホール 

✔ 貸出・返却カウンター集合 

｢手織りコースター作り｣

以外すべて参加無料 

＠エントランスホール 

＠多目的ホール 

＠多目的ホール 

ライブラリーコンサート ～大学生アカペラコンサート～ 
君と僕との１ページ Vol.２ 

７／２３○木、８／４○火、８／２５○火  
10:00～、11:00～、13:00～、14:00～、15:00～ 

 

ゆめおーれ勝山がやってくる 手織りコースター作り 

＠７月：多目的ホール、８月：研修室 

夏休み教養講座 古代エジプト美術の見かた 

＠多目的ホール 

８／３○月～７○金  9：30～12：00 

 

読書感想文なんでも相談会 7/22（水）

～受付 

＠子ども室 

  カウンター 

ハッピーカメラ講座 ～キッズ編～ 

＠庭園・多目的ホール 

８／２3○日  15：00～15：40 

 

小学生のための夏のおはなし会 

＠おはなしの部屋 
＠研修室 

７／２３○木  14：00～16：00 

 

無料法律相談会 



◆おはなし会◆ 

７月１１日（土）、２５日（土） 

15:00～ えほん『リーラちゃんと 

すいか』他（対象：３歳以上） 

 ◆えほんとかみしばいの会◆ 

７月１８日（土）15:00～ 

かみしばい『うみのはなし』他 

（対象：２歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

 
夏休み期間に向けて 

閲覧席を増設します 

  ６／２６○金～８／２６○水  

県内の博物館５館（県立歴史博物

館、県立若狭歴史博物館、敦賀市立

博物館、みくに龍翔館、はたや記念館

ゆめおーれ勝山）の図録や紹介パネ
ル、パンフレットの展示。 

～９／２３○水  

武田鉄矢さんの本などを通して、当館職員

が白川文字学の魅力を語ります。＠研修室 

【対象】高校生以上 

敦賀城主大谷吉継の生涯と人物像等に 

ついて解説します。   ＠多目的ホール 

【講師】外岡慎一郎氏（敦賀市立博物館長） 

【対象】県民一般 
◆｢漢字を楽しもう｣シリーズ２ 

漢字の成り立ちパネルやクイズ、絵画

作品等の展示。＠白川文字学の室 

✪クイズの全問正解者に粗品進呈 

～８／２６○水  

図書館をより便利に活用いただける

よう、データベースの使い方をデモ

ンストレーション形式で職員がレクチ

ャーします。［申込不要］ 

 【定員】一般各回５名（当日受付） 

７／  ５○日  ｢日経テレコン２１｣ 
７／１２○日  ｢ＪＤｒｅａｍⅢ｣ 

11：00～11：15 

ショートセミナー 

データベース活用編 

３館の上手な活用法がわかる講座。７月は

図書館のバックヤード見学、８月は福井の

文学を知るための文学マップや情報端末の

使い方を学びます。【定員】一般各回１０名 

７／１９○日、８／２○日  11：00～12：00 

県立図書館・文書館・ふるさと文学館活用講座 

３館を使いたおそう！ 

無料健康相談会  【主催】(公社)福井県看護協会、県立図書館 

｢まちの保健室 in県立図書館｣    ７／８○水  13:00～16:00 

看護職にお気軽にご相談ください。［申込不要］＠エントランスホール 

◆一般資料コーナー 

子ども向けの少年探偵団から本格推理小

説まで、江戸川乱歩の作品とその研究本、

乱歩賞受賞作品を特集。 

◆子ども室特集コーナー１ 

 

 小学校低学年・中学年・高学年向
けの楽しい読み物の紹介と、過去

１０年間の課題図書を特集。 子ども室特集は ７／２○木～８／３０○日  

◆子ども室特集コーナー２ 

 

 
植物図鑑や自由研究、夏の植物の本

等、夏休みの宿題に役立つ本や雑誌

を特集。〔一部の本は館内閲覧用〕 

７／１○水～７／３０○木  

｢天皇の料理番｣秋山徳蔵の 
貴重書展 ～７／１５○水  
当館に寄贈された、秋山徳蔵の著

書『カクテル』『仏蘭西料理全書』の

貴重な原書をはじめとする著作や関

連本等の展示。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
夏休み期間中は月曜日も開館します(午前９時～午後６時)。なお、火～金曜日は午後７時までです。 

7 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 
 

8 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 
・ ・ ・ 1 2 3 4 

 
・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 

5 6 7 8 9 10 11 
 

2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18 

 
9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25 
 

16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31 ・ 

 
23 24 25 26 27 28 29 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
 

30 31 ・ ・ ・ ・ ・ 

＊   色のついた日は休館日です。 

＊7 月20 日（月・海の日）・21 日（火）は開館します（午前9 時～午後6 時）。土・日・祝日も午前９時～午後６時です。 

＊福井駅前から図書館まで運行している無料シャトルバス（ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾊﾞｽ）もご利用ください。 

✔ ７月：貸出・返却カウンター集合 

８月：＠ふるさと文学館 

          ７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。ご了承ください。≪参加無料≫ 

◆かがくえほんの会◆ 

７月４日（土） 15:00～ 

 えほん『たなばた』他 

（対象：３歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

おひざでだっこの会 絵本・わらべうた編 

７月１９日（日）10:00～［申込不要］ 

８月２５日（火） 

10:00～（０歳児）、11:00～（１･２歳児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

要申込

み 

７月２５日（土）～受付 

福井ﾗｲﾌ･ 
ｱｶﾃﾞﾐ  ー
連 携 

◆ティーンズコーナー特集 

｢気になるあの人が書いた本。｣ 
タレント、芸人、アスリート、ミュー

ジシャンたちが書いた、彼らを身

近に感じられるような本を特集。 

✪ティーンズ・ビジネス・ワーキングマザーは  ～７／１５○水  

◆ビジネス支援コーナー特集 

 

 

｢鍛える！ビジネススキルの本｣ 

段取り、時間管理、コミュニケー

ション、思考力など仕事のスキ

ルを鍛えるための本を特集。 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

｢子育て世代のすまいづくり｣ 

 子育て世代の家づくりやインテ

リアの本を特集。 ＠子ども室 

◆医療健康コーナー特集 

｢防ごう！夏バテ・熱中症｣ 

夏バテ防止や熱中症対策の

本を特集。 
～８／２６○水  

｢図録の魅力展 博物館編｣ 

 

＠閲覧室 

７／１２○日  10：30～12：00 

 

白川文字学入門講座｢白川文字学と武田鉄矢｣ 

要申込 

７／１９○日  14：00～15：30 

 

乱世に義を貫く～名将大谷吉継の実像～ 

要申込 

｢成長する季節に｣ 

要申込 

｢没後５０年江戸川乱歩を読もう 

～乱歩と乱歩賞～｣ 
｢本とであう夏 
～小学生におすすめの本～｣ 

｢調べ学習コーナー｣ 

＠データベースコーナー 

＠ふるさと文学館前 


