
中南米（ペルー、ボリビア等）の民族楽器ケーナ、サンポーニャ、ボ

ンボ等で、様々なジャンルの音楽を演奏します。［申込不要・入場無料］ 

【出演】 Ｌｏｓ Ａｍｉｇｏｓ（ロス・アミーゴス） 

【対象】子どもから大人までどなたでも 

◆ライブラリーコンサート 

◆一般資料コーナー 

芥川賞、直木賞、本屋大賞、江戸川乱歩賞・・・などの各賞
の紹介と受賞作５年分のリストと、読書のきっかけになるよう
な読書案内の本を展示。 

◆子ども室特集コーナー 

色の名前がタイトルに入っていたり、絵画や音楽を
テーマにした絵本・物語、絵画や音楽、色彩につ
いての知識の本を特集。 

✪テーマ：「暮らし」「社会・仕事」「趣味」 

「好奇心」「生き物」「歴史」「ふるさと」 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

働く女性を主な対象に、本に囲まれた居心地のよい空間と
して福井銀行がハピリン２階に設置した「ＷｉＬ」で展示されて
いる本を特集。ＷｉＬの案内パンフレット等もご自由にお取り
いただけます。 １０／２８○金～１１／２３○水 ・○祝  

 

参加者がお互いにおすすめ本を紹介、意見交換して交流を
深めます。最近読んだ本や、仕事に役立ったおすすめの本
を 1冊お持ちください。（ジャンルは問いません）［参加無料］ 

✪『短編工場』（集英社文庫 2012 年刊）の中の、どちらか
の短編小説を読んできてください。 

・「太陽のシール」伊坂幸太郎 

・「しんちゃんの自転車」荻原浩 

【対象】女性５名（学生を除く） 

◆所蔵資料展 ｢地図でたどる近代の県都福井｣ 

１０／２８○金～１２／２１○水  ＠閲覧室 

ふだん目にする機会の少ない所蔵資料である地図資料の

中から、明治中頃から昭和初期にかけての福井市の市街地

図にスポットを当て、当時の絵はがきや写真とともに紹介。 

◆パネル展示＆本の特集  

｢美と食の鬼才・魯山人 鯖江の地で食客となる。｣ 

１０／２８○金～１１／２３○水 ・○祝  ＠閲覧室 

「ふくい味の週間」（11/13～20）にあわせ、現在も高い人気を

誇り、大正から昭和時代の美食家・陶芸家・篆刻家として著名

な北大路魯山人を取り上げ、鯖江との関わりや、福井県出身で

魯山人とゆかりの深い人物などについてパネルや本で紹介。 

しょっかく 

◆ビジネス支援コーナー特集 

 

 

文章術、作文、ビジネス文書の書き方などの本を特集。 

＠子ども室 

 

起業家お二人の対談や体験談により、新たな生きがいの見つけ
方や起業の心構えなどをアドバイスいただきます。【定員】２０名 

【講師】野坂 弦司氏 〔日本システムバンク株式会社創業者〕、 

     横屋 俊一氏〔株式会社ナレッジ２１創業者・ふくい産業
支援センター創業マネージャー〕 

【主催】(公財)ふくい産業支援ｾﾝﾀｰ・県立図書館 

✪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 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

ロス・アミーゴスｉｎ県立図書館 
～アンデスの響きに包まれて～ 

＠多目的ホール 

｢読書ってたのしい！｣ 

１０／２８○金～１１／３０○水  

｢何色でかこうかな？げいじゅつの秋｣ 

１１／２○水～１１／３０○水  

１１月の本の特集・展示など 

2016年・第 70 回読書週間 

１０／２８○金～１１／２３○水・○祝  ［県立図書館］ 

１０／２７○木～１１／２７○日 ［若狭図書学習ｾﾝﾀｰ］ 

 

 

県立図書館・若狭図書学習センター 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

〔10/27～11/9〕にあわせて、各館の企画により、県内図書

館員がおすすめする本を展示し、コメントとともに紹介します。 

ＷｉＬ連携企画 ｢ＷｉＬの本棚にある本｣ 

＠ＷＩＬ（ハピリン２階） 

１１／３０○水  18:30～19:50 

 

◆働く女性の交流企画｢ＷｉＬで読書会！｣ 
関連行事 

要申込 

１１／２７○日   

14:00～15:30 

１０／２８○金～１１／２３○水・○祝  

｢書く力を強化する本｣ 

＠研修室 

１１／２７○日  13:30～15:30   ［参加無料］ 

 

◆福井ビズカフェ in県立図書館 
｢シニア起業のススメ｣ 

関連行事 
要申込 



◆ショートセミナー 図書館まるごと編 

様々な情報満載のデータベースや、ビジネス支援コーナー

の説明をします。        【対象】県民一般 各回５名 

①１１／  ６○日 ｢インターネット予約の使い方｣       
②１１／１３○日 ｢マガジンプラス｣    11:00～11:15 

③１１／２０○日 ｢官報検索情報｣         ［申込不要］         

④１１／２７○日 ｢スペシャル編（ビジネス支援コーナー）｣ 

◆松平文庫テーマ展 

｢真田信繁はどのような最期を遂げたのか 
～松平忠直家臣・西尾宗次の活躍とは？～｣ 

１１／１１○金～１２／２８○水  ＠閲覧室入口 

大坂夏の陣で、真田信繁（幸村）は戦わずして西尾宗次に首を差

し出したとする小説の描写が良く知られるなか、平成２４年、両者

は槍を合わせて実戦したとする松平文庫史料が発見。このたび、

西尾本人が大坂の陣を回想した手紙が新たに確認されたことか

ら、信繁の最期を取り上げた松平文庫史料を一堂に展示。 

◆無料健康相談会 ｢まちの保健室 in 県立図書館｣ 

１１／９○水  13:00～16:00［申込不要］ 

 

◆｢無料法律相談会｣ １１／１７○木  14:00～16:00 

【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 

＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編  １１月２０日（日） 10:00～10:30 

 【講師】図書館職員（申込不要）    ＠おはなしの部屋 

◆絵本・わらべうた編  １２月７日（水） 【講師】図書館職員 

10:00～（０歳児）、11:00～（０～２歳児） ＠おはなしの部屋 

 ◆ベビーヨガ編 １２月１４日（水） 【講師】奥井麻結氏（ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ） 

10:00～（０歳児）、11:00～（０～２歳児） ＠おはなしの部屋 

◆がっちゃんとわらべうたであそぼう！ １２月１８日（日） 

10:00～（０歳児）、11:00～（０～２歳児） ＠研修室 

◆おはなし会◆ 

１１月１２日（土）、２６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５日（土） 15:00～ 

～３色でかいてみよう！～ 

絵本の読み聞かせと、赤・青・黄の 

3色のみで色を作って絵を描きます。 

（対象：３歳以上） 
 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

 １１月１９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） 

英語の絵本の読み聞かせと、日本語の絵本の読み聞かせを

聞き比べて、英語ならではの音やリズムを物語とともに楽しみ

ます。［参加無料］【対象】保育園等の年長～小学生２０名 

【読み手】福井県国際交流員 ホリー・ハントさん 

◆白川静博士没後十年特集 

◆県立嶺北特別支援学校作品展示 

１１月１１日の「介護の日」にちなみ、介護予防や認知症予防に
役立つ本を特集。 

◆医療健康コーナー特集 

１０／２８○金～１１／２３○水 ・○祝  

◆ティーンズコーナー特集 

「ふくい味の週間」（１１/１３～２０）にちなみ、食を題材とする小
説・エッセイ、料理本、福井の農産物や郷土料理の本を特集。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

 
12 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

・ ・ 1 2 3 4 5 

 

・ ・ ・ ・ 1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12 

 

4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19 

 

11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26 

 

18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30 ・ ・ ・ 

 

25 26 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（木・文化の日）・２３日（水・勤労感謝の日）、12月2３日（金・天皇誕生日）は 

開館します（午前 9 時～午後 6 時）。 

 
 

 開館日カレンダー  

          １１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≫ 

＠調査・相談ｶｳﾝﾀｰ横 

＠エントランスホール 

要申込 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

要申込 

要申込 

＠閲覧室 

✪多目的ホール・文書館・ふるさと文学館でも関連展示開催中♪ 

１１／２０○日  15:00～15:30  ＠おはなしの部屋 

 

◆英語のおはなし会 要申込 ｢白川静のことば｣ 

～１１／３○木 ・○祝  

＠エントランスホール 

｢作家に学ぶ越前和紙の美と技～共同制作活動を通して～｣ 

～１１／２○水  

｢元気なうちから介護予防｣ 

 

｢おいしい秋みつけた｣ 

１１／１○火～１１／３０○水  


