
◆ライブラリーコンサート♪ 

 

 

✪いずれも申込不要・入場無料 
【対象】子どもから大人までどなたでも  ＠多目的ホール 

 

｢ロス・アミーゴスコンサート in県立図書館 

～アンデスの響きに包まれて～｣  

１１／２９○日  14：00～15：30 

中南米の音楽を中心とした演奏会です♪ 

【演奏】Ｌｏｓ Ａｍｉｇｏｓ（ロス・アミーゴス） 

 

｢アイリッシュハープの調べ｣ 

１１／１５○日  14：00～14：45 

アイリッシュハープ独特の優しい音色をどうぞ♪ 

【出演】岡田明日香 氏（ハープ奏者） 

      門下生グループ「アンダンテ」 

◆｢漢字を楽しもう｣シリーズ４ 

漢字の成り立ちポスターやクイズ、絵画作品と難読漢字を展示。 

✪展示クイズの全問正解者に粗品進呈   ＠白川文字学の室 

１０／２３○金～１２／２３○水 
〈一般・子ども〉 

１１／６○金～２９○日  

◆一般特集コーナー 

様々な仕事や職業を紹介する本、ビジネスの効率アッ

プおよびビジネスルールを紹介する本、仕事に関する

小説・経済小説などを特集。 

［投票期間］11/6○金～20○金、［展示期間］11/21○土～29○日  

◆子ども室特集コーナー 

 
職業紹介の本、様々な仕事や職業が出てくる絵本・物

語、働く車や動物が出てくる本を特集。来館する子ども

たちが投票した「なりたい仕事」についても集計、展示。 嶺北特別支援学校高等部２年生２３名が、２０１８年福井国体

に向けたエールを篆刻印アートと大書作品で力強く表現！ 

１０／２３○金～１１／８○日  

◆はじめての蔵書印講座 

１１／２３○月・○祝  ①9:30～12:00、②13:30～16:00 
古代文字の簡単な一字印を作ります。 

【講師】岸下 順一氏（木彫家・篆刻家）  【材料費】８００円 

【定員】小学４年生以上・各回１０名（小学生は保護者同伴） 

白川博士の著作などを通して、当館職員が白川文字学の魅力

を語ります。［参加無料］ 【対象】高校生以上 ４０名 

✪公開読書会テキスト 『私生児』（高見順／著） 

✪講演 演題「私の読書生活」    

【助言者・講師】 越野 格氏 

（元福井大学教育地域科学部教授） 

【主催】福井県読書会連絡協議会・福井県立図書館 

１１／３○火 ・○祝  13：00～15：05 

 

◆福井県読書グループ・セミナー 

公開読書会＆講演［参加無料］ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

福井県 図書館 

✤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  

読書週間企画 

特製 

平成２７年９月２９日（火）に、福井県立図書館

の入館者が７００万人を突破 したことを記念

し、読書週間中の７日間に、県立図書館の窓口

で本を借りられた方、毎日先着１００名様 

に「特製越前和紙ブックカバー」をプレゼント♪ 

先着１００名様×７日間 
合計７００名様 

Ａ４版・Ｂ４版の 
２枚セットです♪ 

１０／２７○火～ 
１１／２５○水  
［県立図書館］ ＠閲覧室 

県立図書館 と 県内市町立図書館では、図書館を多くの皆さまに利用していただけるよう、読書週間〔10/27（火）～

11/9（月）〕にあわせて、各館の職員が、｢嬉しいとき｣｢落ち込んだとき｣「がんばりたいとき」など、様々な状況に応じた

おすすめ本を選び、それらを展示・貸出して、本の魅力を紹介します。✪キャンペーンポスターも各館で掲示します(^○^) 

✪プレゼント贈呈期間 

１０／２７○火～１１／３○火  
［１１／２○月は休館］ 

 ✪引渡場所：白川文字学の室 
（窓口で発行したレシートをご提示ください。） 

｢振り返れば、愛｣ 

｢なにになりたい？いろんなおしごと｣ 

｢働くあなたのために｣ 

関連企画 ｢夢に向かって走り出せ！HAPPYふくい｣ 

＠エントランスホール 

要申込 

＠研修室 １２／６○日  10:30～12:00 

 

◆白川文字学入門講座｢『漢字の世界』を読む｣② 

要申込 

要申込 

＠多目的ホール 

【対象】県民一般 



＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編  １１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  １２月１日（火） 【講師】がっちゃん 

10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（１･２歳児） 

 ◆ベビーヨガ編     １２月１５日（火） 

10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（１･２歳児） 

【講師】 奥井麻結氏（ヨガインストラクター） 

     ＠子ども室おはなしの部屋 

◆おはなし会◆ 

１１月１４日（土）、２８日（土） 

15:00～ 

えほん『おだんごぱん』他 

（対象：３歳以上） 

◆かがくえほんの会◆ 

１１月７日（土） 15:00～ 

えほんなどで科学を楽しみ 

ます。（対象：３歳以上） 
 
 
 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

 １１月２１日（土）15:00～ 

かみしばい『かぜのかみとこども』他 

（対象：２歳以上） 

１２月は、国立国会図書館デジタルコレ

クションや歴史的音源等の利用方法を 

お話します。［参加無料］ 

【定員】一般各回１０名 

［申込受付は１ヶ月前～］ 

１２／６○日  11：00～12：00 

 

◆県立図書館・文書館・ 

ふるさと文学館活用講座 

使ってみよう！ 

国会図書館 in県立図書館 

生活上の様々な悩みごとについての、弁

護士による無料法律相談（法律相談には

一定の資力基準等があります。） 

［事前電話申込制］    ＠研修室 

【申込・問合せ先】 法テラス福井 

［電話：０５０-３３８３-５４７５ 

（受付時間：９：００～１７:００）］            

◆ビジネス支援コーナー特集 

 

 
手軽なコミュニケーションツールとして、

またマーケティングなどビジネスシーンに

おいて幅広く使われている、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、

Ｔｗｉｔｔｅｒなどのソーシャルネットワークサ

ービス（ＳＮＳ）に関する本を特集。 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

哲学、歴史、文化、経済、音楽、美術

など、大人として幅広い教養を身につけ

るための入門書を特集。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

 
12 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

 

・ ・ 1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14 

 

6 7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 20 21 

 

13 14 15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 27 28 

 

20 21 22 23 24 25 26 

29 30 ・ ・ ・ ・ ・ 

 

27 28 29 30 31 ・ ・ 

＊   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。 

＊１１月３日（火・文化の日）・２３日（月・勤労感謝の日）、12月2３日（水・天皇誕生日）は 

開館します（午前 9 時～午後 6 時）。 
 

          １１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≫ 

要申込 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

要申込 

１１／８○日  13：30～15：00 

 
若い世代に人気の作家による講演会。 

【対  象】一般（中学生以上） ２００名 

【申込先】ふるさと文学館 

［電話：０７７６-３３-８８６６］ 

［入場無料］ 

要申込 ◆万城目学が語る 

  作家のお仕事あれこれ 

＠多目的ホール 

◆ティーンズコーナー 

｢万城目学の本｣｢映画とドラマと本｣ 

 万城目氏の著作、映画化・ドラマ化された 

作品の原作本を特集。～１１／２５○水  

◆パネル展 ｢梅田雲浜と幕末福井 

－生誕２００年記念－｣ 
梅田雲浜の果たした功績と影響などを

パネルと関連本［貸出可］で紹介。 

◆本の特集＆パネル展 ｢ふくい・食の名著｣ 

＠閲覧室 

福井ゆかりの「食の名著」のパネル展示

と関連本［貸出可］の特集。 

郷土資料の展示 いずれも ～１１／２５○水  

福井ﾗｲﾌ･ 
ｱｶﾃﾞﾐ  ー
連 携 

要申込 

＠調査・相談カウンター 

１１／１９○木  14：00～16：00 

◆無料法律相談会 要申込 

ビジネス・ワーキングマザー・医療 いずれも 

１０／２３○金～１１／２５○水  

｢はじめてのＳＮＳ入門｣ 

｢本で学ぼう！教養のススメ｣ 

 

＠子ども室 

◆医療健康コーナー特集 

｢みんなで介護｣ 

１１月１１日の介護の日にちなみ、介護
や介護制度に関する本を特集。 


