
◆こいのぼり流し in 県立図書館 

～５／２５○水    ＠閲覧室中庭 

県民の皆様から寄贈されたこいのぼりが 

元気に泳いでいます！ぜひご覧ください♪ 

【主催】「こいのぼり流しｉｎ県立図書館」 
実行委員会 

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。） 

【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）］ ＠研修室 

◆無料健康相談会 ｢まちの保健室 in 県立図書館｣ 

５／１１○水  13：00～16：00  ＠エントランスホール 
こころやからだに関する悩み等について 
看護職にお気軽にご相談ください。［申込不要］ 
【主催】(公社)福井県看護協会、県立図書館 

✪「こどもの読書週間」記念企画｢瀬田貞二の仕事～『三びきのやぎの 

がらがらどん』から『指輪物語』まで～｣ 〔～５／１５（日）〕 

✪ 一般特集コーナー  ｢旅をもっと楽しくする本｣ 〔～５／３１（火）〕 

✪ 子ども室特集コーナー｢いろんなかぞくのほん｣ 〔～５／３１（火）〕 

✪ ティーンズコーナー  ｢アートな本たち－美しい本を愛でる－｣ 〔～５／２５（水）〕 

✪ ビジネス支援コーナー｢学んでおきたい経済学｣ 〔～５／２５（水）〕 

✪ ワーキングマザーに贈る本コーナー｢何度でもはじめる！～夏にそなえるダイエット～｣ 〔～５／２５（水）〕 

✪ 医療健康コーナー  ｢ウォーキングを楽しむ｣ 〔～５／２５（水）〕 

＠閲覧室 

（県ふるさと文学館入口付近） 

４／２２○金～６／２２○水  

＠閲覧室入口 

◆ライブラリーコンサート ｢オカリナ演奏会｣ 

５／２９○日  10：40～11：30 

数種類のオカリナで、童謡やポップスなど幅広い年代 

の方に馴染みのある曲を演奏します。希望者は演奏 

体験もできます♪ 

［申込不要］ 

 ＠多目的ホール 

【演奏】フジオカリナ教室講師 

【対象】子どもから大人までどなたでも 

【主催】県立図書館・フジオカリナ教室 

 

＠閲覧室入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

   

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  

５／１９○木  14：00～16：00 ◆無料法律相談会 

要申込 

｢こどもの読書週間｣ 

期間中の 

貸出冊数は 

１０冊 ⇒ １５冊 です 

＜～5/15○日＞ 

◆県立図書館・池田町立図書館連携企画 

 池田町会場  

｢県立図書館おすすめ絵本特集｣ 

県立図書館「おすすめ絵本コーナー」でとりあ
げている絵本１３２タイトル約３５０冊を特集。 
＠池田町能楽の里文化交流会館アトリウム 

～５／９○月  

◆松平文庫テーマ展 ｢福井城址で捕殺されたのは 

最後のニホンオオカミだったのか？｣ 

◆本の特集｢宮下奈都氏『２０１６年 

本屋大賞』受賞記念｣ 

福井県出身で福井市在住の作家・宮下奈都さん 

の『羊と鋼の森』の「２０１６年本屋大賞」受賞を 

記念し、著作１５作品閲覧コーナーを設置中。 

＠閲覧室（ふるさと文学館入口付近） 

    ｢ふくいの文学フレッシュパワー｣ 
受賞作『羊と鋼の森』の関連資料（自筆校正入りゲラ原稿・自

宅ピアノ写真）や自筆色紙と、福井ゆかりの谷崎由依さんな

ど中堅・若手作家関連資料を展示。 

＠ふるさと文学館 

～５／８○日  

～８／２４○水  

関連企画 

ニホンオオカミは、明治３８年 

１月の奈良県東吉野村での 

捕獲記録が最後といわれて 

いますが、実は明治４３年５月 

に福井城址で捕殺された動物 

こそが最後のニホンオオカミ 

だったとする説が提起されています。松平

文庫に残されている写真や当時の日記等

で展示紹介します。✪展示解説シートを配布 

ⓒ堀田芳香 



日本の児童文学に大きな業績を残した瀬田貞二の、子ど

もと子どもの本への真摯な取組み等について語ります。 

 

 

◆絵本・わらべうた編 

  ６月 ８日（水）  【講師】図書館職員  

10:00～10:30（０歳児） 

11:00～11:30（０～２歳児） 

  ◆ベビーマッサージ編 

 ６月１５日（水） 【講師】三嶋 百合子氏（助産師）  
10:00～10:30 

【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） 

     ＠どちらも おはなしの部屋 

◆かがくえほんの会◆ 

５月 ７日（土） 

かざぐるまの工作をします！ 

（対象：３歳以上）      

◆おはなし会◆ 

５月１４日（土）、２８日（土） 

  えほん『おかえし』他 

（対象：３歳以上） 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

５月２１日（土） 

かみしばい『おけやのてんのぼり』他 

（対象：２歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

５／１４○土  14：00～15：30 

【講師】 斎藤 惇夫氏 
(児童文学作家 福音館書店元編集者) 

【定員】 一般（中学生から）６０名 

＠研修室 

◆｢白川文字学の室｣展示 

漢字の成り立ちや白川博士の研究について、

解説パネルやトレース 

資料等により紹介。 

＠白川文字学の室 

県内の学校が教材として使用してい

る、図や写真などで工夫された自治

体作成のオリジナル資料、戦後間もな

い頃に使用されていた資料を展示。 

～６／２２○水  

～７／１３○水  ＠閲覧室 

◆ボランティアのためのよみきかせ講座 

５／２９○日  10：00～11：30  ＠研修室 

小学校などで集団の子どもたちに読み聞かせをする

際の絵本の選び方、読み聞かせ方などを紹介。 

【対象】集団の子どもに絵本を読む機会の 

ある方、読み聞かせに関心のある方 ３０名 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 

 

５ 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

 
6 

 

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。 

＊５月２日（月）・5 月3 日（火・憲法記念日）・4 日（水・みどりの日）・5 日（木・こどもの日）は開館します。 

（午前9 時～午後6 時） 

 

 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≫ 

要申込 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

要申込 日曜日開催の部 

          ５月 のおは なし 会    

◆がっちゃんと わらべうたであそぼう！ 

    ６月１９日（日） 【講師】がっちゃん 

10:00～10:30（０歳児） 

11:00～11:30（０～２歳児）   ＠研修室 

講座｢子どもと子どもの 

本に捧げた生涯～瀬田貞二先生のこと～｣ ｢漢字とその歴史｣ 

◆郷土資料展示 

 ｢福読本展 

～副読本で学ぶわたしたちのまち～｣ 

白川静博士 

要申込 

要申込 

水曜日開催 
の部 

申込受付終了 


