
✪｢伝承おりがみを折ってみよう！｣コーナーで鶴や兜を折ろう♪ 

◆子ども室特集コーナー 

 

正月や干支に関する絵本、申（平成２８年の干支）が登場

する絵本、コマ回しやかるたなど昔遊びの本を特集。 

◆一般特集コーナー｢和の心｣ １２／２５○金～１／２７○水  

新年を迎えるに当たり、日本文化に親しめる 

よう、伝統芸能や和食、茶道、着物等 

に関する本を特集。 

◆福井ビズカフェ in県立図書館 

｢はじめの一歩のために！ 

～３時間で学ぶ起業のヒント～｣ 

１／９○土  13:30～16:30          ＠研修室 

将来的に創業を考えている方、創業に関心がある方に役立つ、

創業の基礎に関するレクチャーや起業のヒントを見つける発想

法「マンダラート」の体験ワークショップを行います。［参加無料］ 

［主催：(公財)ふくい産業支援センター・福井県立図書館］ 

【講 師】森川徹志氏（ふくい産業支援ｾﾝﾀｰ創業ﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

加藤永俊氏（ふくい産業支援ｾﾝﾀｰ創業ﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

【定 員】県民一般２０名 

【申込先】県立図書館、ふくい産業支援センター 創業・E 

ビジネス支援グループ（電話：0776-67-7411） 
［内容のお問合せは、ふくい産業支援センターへ］ 

◆県立図書館・ポプラ社共同企画 

（1）講座｢百科事典のできるまで｣ 
（2）ワークショップ｢百科事典をつかってみよう！｣ 

    １／１６○土  10:00～12:00     ＠研修室 

（１）唯一の子ども向け百科事典『ポプラディア』の創刊秘話や、 

事典の作り方など書籍編集の楽しさ、苦労等を語ります。 

（２）実際に『ポプラディア』を引いてクイズを解いてみよう！ 
【講師】堀田貢太郎氏（ポプラ社事業開発局ポプラディアネット

事業部） 

【定員】小学生（３年生以上）親子２０組 
（子どもの参加は２０名）［参加無料］ 

福井の昔話、日本や世界の昔話のストーリーテリング。 
【演 目】「太郎次郎三郎」(福井)、「ねずみの大てがら」 

（チベット） など 
【語り手】福井おはなしの会 
【対象】一般（中学生以上）各４５名［参加無料］ 

伝統文化や伝統行事・風習、伝統工芸に関する本、

伝統的な食材や郷土料理の本、伝承遊びの本、日本

の神話や昔話、古典や落語などの絵本・物語を特集。 

１２／２５○金～１／１１○月・○祝  

１／６○水～１／２７○水 

＠エントランスホール 

◆｢漢字を楽しもう｣シリーズ５    ＠白川文字学の室 

白川博士の語録の中から、これから新しい一歩を

踏み出す人にふさわしい言葉を紹介。             

１２／２５○金～２／２４○水  

 
◆書き初めﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ～｢書｣の古代文字を大書する 

１／ ９○土  14:00～ 

白川文字学ではお守りのお札を意味する「書」という文字を、 

渡邉玲雲氏（書家）が古代文字で揮毫します。 

嶺北特別支援学校同窓生でつくる書道 

グループ｢想楽愛（ソーラクラブ）制作の 

古代文字の書作品を展示します。 

１／１３○水～１／１７○日  

参加者が選んだ古代文字を描いた凧を作り、図書館の庭園で 

揚げて遊びます。［材料費４００円］ 【対象】小学生親子２０組 

【講師】吉村 始氏 ほか３名 

（福井市河合地区｢河合ニコニコ王国事業推進委員会｣メンバー） 

◆ライブラリーコンサート  

大学生アカペラコンサート vol.４｢おとものがたり｣ 
好評につきシリーズで開催！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ます♪［申込不要・入場無料］ 

【出演】福井大学医学部アカペラサークル Ｍｕｓｉｃ Ｇｌａｓｓ 

【対象】子どもから大人までどなたでも  ＠多目的ホール 

１／２３○土  

13:30～14:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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  

｢もういくつねると…おめでとう!｣ 

要申込 要申込 

◆大人が楽しむ昔ばなし～語りの世界へようこそ～ 

１／３１○日  13:30～14:30、15:00～16:00 

 

＠研修室 

要申込 

｢和～しってるようでしらない日本～｣ 

｢白川静博士からのメッセ―ジ｣ 

関連企画 

◆｢想楽愛（ソーラクラブ）｣作品展 

＠エントランスホール 

白川静博士 

＠多目的ホール １／１０○日  13:30～16:00 

 

◆白川文字学たこあげ教室｢古代文字の凧を作って遊ぼう｣ 

要申込 



＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編  １月１７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    ２月２日（火） 【講師】がっちゃん 

10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（１･２歳児） 

 ◆ベビーマッサージ編 ２月１６日（火） 10:00～10:30 

【講師】 三嶋百合子氏（助産師）   【参加費】 ３００円（オイル代） 

【持ち物】 バスタオル等（赤ちゃんの下に敷くもの） 

     ＠子ども室おはなしの部屋 

◆かがくえほんの会◆ 

１月１６日（土） 15:00～ 

えほんのよみきかせと、紙で 

作る独楽
こ ま

の工作をします。 

（対象：３歳以上） 

◆おはなし会◆ 

１月  ９日（土）、２３日（土）、 

３０日（土）、15:00～ 

えほん『くまのビーディーくん』他 

（対象：３歳以上） 

 

～１／２７○水  ＠閲覧室 

ＮＨＫ連続テレビ小説「あさが来た」の
オープニングでイラストレーションを制作
した藤枝氏の絵本と、エンディングでの
“あさ”のようにがんばる女性たちのよう
な、がんばる女性を紹介した本を特集。 

１／６○水～１／２７○水  

◆ミニ特集 ｢藤枝リュウジ｣＆ 
｢がんばる女性たち｣の本 

◆ビジネス支援コーナー特集 

 

 県立図書館で２０１５年に 
最も読まれたビジネス書と、 
最近のベストセラーを特集。 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

新たな年に、“書く”ことで自分と向き
合うきっかけとなるよう、手帳や家計
簿、日記、ノートなど様々な記録の方
法や事例に関する本を特集。 

◆医療健康コーナー特集 

お酒を飲む機会が増える年末年始。
体内でアルコールを分解するときに主に
はたらく臓器である肝臓にスポットを当
て、肝臓や肝臓病に関する本を特集。 

◆ティーンズコーナー 

１／６○水～２／２４○水 
入試シーズンを迎え、入試情報、勉強法、リラッ
クス法、小論文の書き方等受験に役立つ本と、
料理や健康法等、サポートのための本を特集。 
✪合格お守り・お手紙を作る折り紙コーナーあり 

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） 

１２／２７○日  ｢ＪＤｒｅａｍⅢ｣ 
１／１０○日  ｢蔵書検索｣ 
１／１７○日  ｢福井新聞縮刷版ＤＶＤ｣ 
１／３１○日  ｢日経テレコン２１｣ 

11：00～11：15 

◆ショートセミナー  データベース活用編 

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）］            

インターネット予約サービスの説明と体

験。［参加無料・先着順・1/1１○月・○祝  締切］ 

【定員】一般１０名  ＠研修室 
（当館の利用カードおよびインターネット 

予約サービスの登録をされている方） 

【共催】ドコモショップ福井店 

１／１４○木  10：30～12：00 

 

◆携帯・スマホで県立図書館を 

使いこなそう② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊   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。 

＊１月１１日（月･成人の日）・２月１１日（木･建国記念の日）は開館します。 

（午前9時～午後6時） 
 

1 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 
 

２ 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

・ ・ ・ ・ ・ 1 2 
 

・ 1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 

 

7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 

 

14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 

 

21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 

 

28 29 ・ ・ ・ ・ ・ 

31 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          １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 

◆特集展示 ｢空からみた福井～戦後から現代｣ 

◆松平文庫テーマ展 ｢幕末福井藩､造船への挑戦｣ 

＠閲覧室 

ビジネス・ワーキングマザー・医療 いずれも 

１２／２５○金～１／２７○水 

｢２０１５年最も読まれたビジネス書 
ｉｎ福井県立図書館｣ 

｢“書く”からはじめる｣ 

 

＠子ども室 

｢肝臓は大事にしないといかんぞう｣ 

｢受験生を全力応援します！｣ 

 

＠調査・相談カウンター横 

１／２１○木  14：00～16：00 

◆無料法律相談会 要申込 

要申込 


