
＠閲覧室 

（県ふるさと文学館入口付近） ＠閲覧室入口 

７／１７○日  10:00～12:00 ［初心者歓迎］ 

家族写真や秋からの行事に活かせるよう、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♪閲覧
室に写真関連本ミニ特集を展示予定。 

【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３０名 

【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 

木から作られるコカリナの温かく優しい音色による、童謡やアニメソン

グ、クラシックなど、幅広い年代の方が楽しめる曲の演奏会♪ 

【出演】ふくいコカリナアンサンブル 

【対象】子どもから大人まで［申込不要］ 

図書館での本の探し方や百科事典の使い方などを分かりやすく

紹介！【対象】小学３年生以上 各回５名 

７／２４○日  ｢本の探し方｣ 
８／ ７○日  ｢百科事典の使い方｣ 
８／１４○日  ｢目次・索引の使い方｣ 11:00～11:15 

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！ 

【対象】小学生と


その保護者 各回１０組（子どもだけの参加可） 

図書館探検隊～図書館・文書館・ふるさと文学館ってどんなところ？ 

１日２回 

 

サイエンスショー「風船で科学」と、牛乳パックを使った 

工作をします。✪汚れてもよい服装で参加してください。 

【講 師】エンゼルランドふくい職員 

【対 象】小学生４０組  【持ち物】使い慣れたはさみ 

１日２回 

 

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 【対象】小学生２０名 

 

 

当館職員による少し怖い話のストーリーテリングとよみきかせ 

【対象】小学生以上［申込不要］ 

８／２７○土  13:00～15:00 

自分だけのオリジナルパコーン（打楽器）を作り、音楽に合わせ

て演奏などを楽しみます♪学校の工作にもなります。子ども室に

打楽器関連本特集を展示予定。（8/15○月～31○水） 

✪汚れてもよい服装で参加してください。 

【講 師】 山内 廣志さん 
【対 象】 子どもから大人まで ５０名 

（大人のみ・親子での参加可、幼児は保護者同伴） 
【材料費】 １，０００円 

大きな七夕飾りが登場！ ６／２４○金～７／７○木  ＠エントランスホール・中庭 

短冊に願い事を書いて、本物の大きな笹に飾りつけをしてお楽しみ 

いただけます☆ 【対象】子どもから大人までどなたでも ［申込不要］ 

七夕の絵本や、七夕祭りと飾り、季節の行事
などに関する本を紹介。（6/24○金～７/７○木） 

 【対象】小学１・２年生～ ７／２６○火  10:00～ 

 【対象】小学３・４年生～ ７／２７○水  10:00～ 

 【対象】小学５・６年生～ （前半）７／２６○火  13:00～ 

 （後半）７／２７○水  13:00～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

福井県 図書館 

≪ 夏休みイベントは一部を除き ７／１５○金から受付。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  

図書館行事は｢ﾊｯﾋﾟｰｶﾒﾗ講

座｣｢ﾊﾟｺｰﾝﾗｲﾌﾞ&ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣

以外、すべて参加無料 

 
7/10○日～ 

受付 
ハッピーカメラ講座 ～キッズ編～ 

７／１８○月・○祝  13:30～14:30 

ライブラリーコンサート｢コカリナアンサンブル｣

ピーカメラ講座 ～キッズ編～ 

子ども向けショートセミナー 

７／２４○日、８／７○日、１４○日 11:20～12:00 

 

＠庭園・多目的ホール 

＠おはなしの部屋 

✔ 子ども室カウンター集合 

当館職員による、子ども室おすすめ物語コーナーにある長編

物語のよみきかせをします。【対象】小学生から大人まで 

耳で楽しむ物語の会～あの名作にチャレンジ！ 
申込受付中 

＠多目的ホール 

＠おはなしの部屋 

７／３１○日  10:00～12:00 

 

サイエンスショー＆リサイクル工作 

＠多目的ホール 

８／ ７○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 

８／２０○土  9:00頃～15:00頃 

 チェーンソーを使って県産材の丸太からいろいろな動物を
製作。完成した作品は中庭に展示しますので、ぜひふれてみてね♪ 

【実演】あすなろカービング倶楽部ＦＵＫＵＩ（長谷川氏・松田氏） 
     協力：(株)木もくレンジャーズ  ［申込不要］ 
【対象】子どもから大人までどなたでもご覧ください☆ 

チェーンソーアート 公開パフォーマンス 

８／２１○日  15：00～15：30 

 

ちょっとだけこわい話のおはなし会 

＠おはなしの部屋 

子どもも大人も楽しめる ﾊﾟｺｰﾝﾗｲﾌﾞ＆ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

＠多目的ホール 

関連企画 ｢たなばたの本｣ 



◆おはなし会◆ 

７月９日（土）、２３日（土）、 

３０日（土）15:00～ 

えほん『うみべのハリー』他 

（対象：３歳以上） 

 ◆えほんとかみしばいの会◆ 

７月１６日（土）15:00～ 

かみしばい『夏のいしゃ』他 

（対象：２歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

【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）］ 

✪無料健康相談会｢まちの保健室 in県立図書館｣ ７／１３（水） 13：00～16：00［申込不要］ 

✪｢無料法律相談会｣ ７／２１（木） 14：00～16：00 

｢仕事や人生に役立つおすすめの本」をテーマ
に、参加者同士がおすすめ本を紹介。意見交換
しながら交流を深めます。 

【対象】女性６名（学生を除く） ✪ドリンク持ち込み可 

７／１３○水  18:30～19:50 

乾きが早く、汚れが落ちやすいメリットがある夏の
大そうじ。住まいの掃除方法を分かりやすく紹介。 

６／２４○金～７／１３○水   ＠子ども室 

図書館のより便利な活用法がわかります。 
【定員】県民一般 各回５名［申込不要］ 

ショートセミナー 図書館まるごと編 

｢地図・空中写真閲覧サービス｣ 
 

 
７／１７○日  11:00～11:15 

商品やサービスの紹介、チラシのタイトル等、様々
な場面で必要となるキャッチコピー作りをします。 

【講師】遠田 幹雄氏〔㈱ドモドモコーポレーション代表〕 
【対象】創業を目指す方、創業間もない方等 

【主催】(公財)ふくい産業支援ｾﾝﾀｰ・県立図書館 

７／２４○日  13:30～16:00 

起業・創業に関する本、関連機関の資料等を展示。 
７／１５○金～８／２４○水  

７／１○金～７／３１○日  
海水浴や登山等レジャーの本・写真
集、海や山に関する小説を特集。 

作家の手紙やラブレター、手紙
の書き方の本を特集。 

６／２４○金～７／３１○日  

植物図鑑や夏の植物の本、自由研
究のアイデアを紹介した本などを紹
介。〔一部の本は館内閲覧用〕 

小学校低学年・中学年・高学年向
けに分けて紹介。全国学校図書
館協議会選定の過去１０年間の
課題図書も展示。  

子ども室特集は 

 ７／１○金～８／３１○水 

松平文庫に収められた藩士の由緒書 
をひもとき、真田信繁（幸村）や石田三成、 
大谷吉継とゆかりのある藩士の先祖の 
履歴について紹介。 

６／２４○金～８／２４○水  

【講師】黒田 基樹氏（駿河台大学教授 
ＮＨＫ大河ドラマ｢真田丸｣時代考証担当） 

福井ゆかりの幕末・維新期までに活躍した
歴史上の人物の銅像（石像を含む）につい
てのパネル展示と関連図書の展示・貸出。 

７／１５○金～９／２２○木・○祝  ＠閲覧室 

 

福井ゆかりの江戸時代の絵師・岩佐又兵衛の
福井移住４００年にちなみ、岩佐又兵衛ら異能
の画家達について、関連本とパネルで紹介。 

７／２２○金～８／２８○日   ＠閲覧室 

 

７／９○土～７／２４○日  
旅の本の特集と飛行機模型の展示。本県 
にとっての空の玄関口である小松空港から 
お出かけしませんか？          ＠閲覧室 

夏バテ防止や熱中症対策の本を特集。 
６／２４○金～７／１３○水  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

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 

 

・ 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 30 31 ・ ・ ・ 
31 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

＊   色のついた日は休館日です。 

＊7 月18 日（月・海の日）・8 月11 日（木・山の日）・12 日（金）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。 

＊福井駅東口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。 

 開 館 日 カ レ ン ダ ー  

          ７ 月 の お は な し 会    

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２日（土） 15:00～ 

えほん『たなばた』他 

七夕飾りを作ります。 

（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１７日（日）10:00～［申込不要］ 

８月２４日（水） 

10:00～（０歳児）、11:00～（１･２歳児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

要申込

み 

７月２４日（日）～受付 

働く女性の交流企画｢ＷｉＬで読書会！｣ 

＠ＷｉＬ(ハピリン２階) 

ﾜｰｷﾝｸﾞﾏｻﾞｰに贈る本ｺｰﾅｰ 

｢夏の大そうじのススメ｣ 

福井ﾋﾞｽﾞｶﾌｪ｢創業体験ｾﾐﾅｰ＆ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣ 

｢あなたも『心惹かれる』ｷｬｯﾁｺﾋﾟー を作ってみよう！｣ 

ビジネス支援コーナー 

｢はじめの一歩！図書館で見つける創業のﾀﾈ｣ 

＠調査・相談ｶｳﾝﾀｰ横 

＠研修室 

一般特集コーナー  

｢あなたは、海へ？山へ？｣ 

ﾃｨー ﾝｽｺ゙ー ﾅｰ｢手紙を書こう。 

…思いをそっと伝える｣ 

 
夏休み期間に向けて 

閲覧席を増設します 

  ６／２４○金～８／２４○水  

子ども室特集コーナー  

調べ学習コーナー 

子ども室特集コーナー  
本とであう夏 

～小学生におすすめの本～ 

｢福井藩士の由緒書にあらわれる 
 真田信繁・大谷吉継・石田三成｣ 

７／３０○土  14:00～15:30 

 

講演会｢真田信繁と大谷吉継、 
  そして越前松平家｣ 

パネル展｢福井のDOZO－銅像でめぐる
郷土のヒーロー・ヒロインたち｣ 

本の特集｢岩佐又兵衛と奇想の画家達｣ 

｢２０１６年夏、ヒコーキに乗って 
旅に出よう。｣ 

＠閲覧室入口 

＠多目的ﾎｰﾙ 

医療健康ｺｰﾅｰ 
｢防ごう！夏バテ・熱中症｣ 


