
【出演者】 仁愛女子高等学校  松本奈奈 

       (｢第６２回ＮＨＫ杯全国高校放送 

コンテスト｣朗読部門 準優勝) 

       羽水高等学校     北出あい 

福井商業高等学校  永善菜々帆 ・ 堀居雪乃 

美方高等学校     松嶌杏実 

       仁愛女子高等学校放送部顧問   野坂昌子氏 

      《ゲスト出演》 FM福井アナウンサー 飴田彩子氏 

◆福井県立図書館×福井県経営者協会×ふくいジョブカフェ 

｢これから働くキミへ 活字のススメ｣ 

２／１３○土  13:30～15:30     ＠多目的ホール 

これから社会に出る若い人たちにとって、本や新聞など広く活
字に親しむきっかけや働くことを考える一助となるような企画。
当館司書が会社や仕事についての本も紹介。 

［主催：福井県立図書館・福井県経営者協会・ふくいジョブカフェ］ 

【講 師】 講演｢就活に役立つ！新聞活用術｣（約４０分） 
川塚康弘氏（福井新聞社読者センター長） 

        ミニトーク｢企業が求める若者像｣（各１５分程度） 
セーレン株式会社・福井テレビジョン放送株式会社・ 
北陸電力株式会社福井支店 の人事・採用担当者 

【定 員】 一般・高校生、大学生、専門学校生など ５０名 

【申込・問合せ先】 ふくいジョブカフェ（電話：0776-32-4560）、 
           県立図書館［参加無料・定員になり次第締切］ 

◆ビジネス支援コーナー 

｢これから働くキミへすすめたい本｣１／２９○金～２／２４○水 

経営者アンケートにより寄せられた本、当館司書おすすめ本

など、就活を控えた学生に読んでほしい本を特集。 

◆大人のための健康相談＆健康診断 

２／２１○日  10:00～15:30 

健康相談・健康診断 （当日受付・先着５０名、番号札配付） 
［午前］１０：００～１２：００（１１：３０受付終了） 

［午後］１４：００～１５：３０（１５：００受付終了） 

✪診断内容：血圧測定、健康相談、ロコモティブシンドローム測定 

（移動機能測定） 

講演会｢ピンピンコロリ がん予防｣ １３：００～１３：５０ 

（当日受付・１２：３０受付開始、先着１００名に粗品進呈） 

【講 師】田中正樹氏（医師、県民健康センター副所長） 

健康パネル展 （生活習慣病啓発パネル） 

【対象】 県民一般［入場無料・当日受付］＠多目的ホール 

［主催：公益財団法人福井県健康管理協会・福井県立図書館］ 

けんころちゃんも来るよ！ 

｢自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク｣参加
の１３県各県を舞台とした紀行作品の紹介展示と本の特集。 

✪参加県：青森県、山形県、石川県、福井県、山梨県、長野県、 

三重県、奈良県、鳥取県、島根県、高知県、熊本県、宮崎県 
 

注目を集める丸岡城について、写真や図面等によりその歴史を

三期に分けて紹介。                    

１／２９○金～３／２３○水 

１／２９○金～４／１０○日  

【講師】吉田純一氏（福井工業大学福井城郭研究所所長） 
【対象】県民一般［参加無料］［共催：福井県郷土誌懇談会］ 

北陸４県（富山県、新潟県、福井県、石川県） 
の県立図書館の所蔵資料の中から、各県の山に関する資料
を集め、県立図書館４館を巡回展示します。     ＠閲覧室 

２／２３○火～３／６○日  ［福井県会場］ 

◆子ども室特集コーナー 

 

インフルエンザ、風邪予防、体のしくみの本、体の部位をテーマ

にした絵本等を特集。 

◆一般特集コーナー｢おいしいタイトルの本｣ 

甘い食べ物がタイトルにある小説、スイーツのレシピ本等を特集。 

<一般・こども> １／２９○金～２／２８○日  

◆ティーンズコーナー 

｢おんがくとものがたり｣２／２６○金～４／１０○日  

◆高校生のフレッシュ朗読会 
『よろこびの歌』（宮下奈都作）を読む 

２／２７○土  14:00～15:00    ＠多目的ホール 

県内４高校の３年生による朗読会。高校生活最後のフレッシ
ュな朗読をぜひお聴きください！［申込不要・入場無料］ 

全員､全国大会
出場経験者！ 

【対象】 
中高生～一般 

関連特集 

由利公正が生まれた三岡家の歴史をたどる展示。＠閲覧室入口 

◆松平文庫テーマ展 

 ｢三岡家の人びと－由利公正のファミリーヒストリー－｣ 

２／６○土～４／１０○日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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  

関連特集 

◆ふるさと知事ネットワーク連携企画 

 ｢ふるさと文学交流展～旅の文学編～｣  ＠閲覧室 

◆企画展 ｢丸岡城～絵図と写真でたどる～｣展  ＠閲覧室 

予告 

３／１２○土  14:00～15:30  ＠多目的ホール 

◆講演会｢丸岡城天守のなぞ｣ 要申込 

◆｢北陸４県の山々を巡る 
～北陸４県・県立図書館所蔵資料交流展示会～｣ 

｢さむさに負けないつよいからだ～からだのヒミツをさぐってみよう｣ 

要申込 

２月７日は 

「ふるさとの日」です 



＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編  ２月２１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    ３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） 

 ◆ベビーサイン編 ３月１５日（火） 

 10:00～10:30（１歳６ヶ月まで） 

【講師】 久保田裕美氏（日本ベビーサイン協会認定講師） 

     ＠子ども室おはなしの部屋 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

母として、女性として、社会の一員として、
なりたい私になるために、また、何かをはじ
めたい人に贈る自己啓発本などを特集。 

◆医療健康コーナー特集 

２月の全国生活習慣病予防月間にあわ

せ、生活習慣病に関する本を特集。 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

２月６日（土）、２０日（土） 

かみしばい『やせためんどりと 

   キツネ』他 

      （対象：２歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

◆おはなし会◆ 

２月１３日（土）、２７日（土） 

えほん『まいごのアンガス』他 

（対象：３歳以上） 

＠子ども室 

◆｢漢字を楽しもう｣シリーズ５ 

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。             

～２／２４○水  ＠白川文字学の室 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）］            

◆ふくい産業支援センター×福井県立図書館 

｢３時間でつくる創業計画＆創業相談会｣ 

２／２８○日  9:30～17:00       ＠研修室 

創業の心構えやビジネスプラン作成等に関する勉強会および相談会を開催します。 

［主催：（公財）ふくい産業支援センター・福井県立図書館］ 

〔午前の部〕 勉強会｢３時間でつくる創業計画｣      9:30～12：30 

 〔午後の部〕 個別創業相談会 （一人当たり６０分、各回 1名） 

①13:30～14：30、②14：45～15：45、③16：00～17：00 

【相談員】 加藤永俊氏（創業マネージャー／中小企業診断士） 

【対  象】 創業を考えている方、創業間もない方など 
       〔勉強会〕４名、 〔個別創業相談会〕３名 

［参加無料・定員になり次第締切］ 

【申込・問合せ先】 （公財）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：0776-67-7416） 

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） 

２／ ７○日  ｢マガジンプラス｣ 
２／１４○日  ｢Lexis AS ONE｣（ﾚｸｼｽｱｽﾞﾜﾝ） 
２／２１○日  ｢ＪＤｒｅａｍⅢ｣（ｼﾞｪｲﾄﾞﾘｰﾑｽﾘｰ） 
２／２８○日  ｢日経テレコン２１｣ 
11：00～11：15 ＠調査・相談カウンター横 

◆ショートセミナー  データベース活用編 

◆ティーンズコーナー 

入試情報、勉強法、リラックス法などの本と、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 

～２／２４○水  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊   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。 

＊２月１１日（木･建国記念の日）・３月２０日（日･春分の日）・３月２１日（月･振替休日）は 

開館します。（午前 9 時～午後 6 時） 

 

２ 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 
 

３ 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

・ 1 2 3 4 5 6 
 

・ ・ 1 2 3 4 5 

7 8 9 10 11 12 13 

 

6 7 8 9 10 11 12 

14 15 16 17 18 19 20 

 

13 14 15 16 17 18 19 

21 22 23 24 25 26 27 

 

20 21 22 23 24 25 26 

28 29 ・ ・ ・ ・ ・ 

 

27 28 29 30 31 ・ ・ 

          ２ 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 

〈ワーキングマザー・医療 

いずれも〉 

１／２９○金～２／２４○水 

｢なりたい私になる！｣ 

 

｢生活習慣病を知る・治す・予防する｣ 

［赤ちゃんとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ法］ 

20日（土）は、

いろんな 

からだの絵本

が大集合♪ 

｢白川静博士からのメッセ―ジ｣ ２／１８○木  14：00～16：00 

◆無料法律相談会 要申込 

要申込 勉強会のみ、

相談会のみ

の参加可 

｢受験生を全力応援します！｣ 

 


