
クリスマスに関する紙芝居や絵本の読み聞
かせ、ゲームなど［申込不要・参加無料］ 

＠おはなしの部屋 

◆ビジネス支援コーナー特集 

 

 
企業とは何か、また伸びる企業はどこが違
うのかなど、企業研究本や社史などの本
を特集。 

 

 

 

健康づくりや認知症予防に役立つ本、人生を豊かに過ご

すための趣味の本、定年後の働き方や地域活動等セカン

ドライフに関する本、年金や遺言・相続・介護等老後の関

心ごとに関する本などを紹介。 

◆一般資料コーナー 

掃除の仕方や暮らしの知恵などに関する
本、年賀状やおせち料理、パーティー料理
の本、初詣や年中行事に関する本、昔
あそびの本を展示。 

 

【対象】県民一般（特に７０歳以上のシニア世代） 

①講座｢７０歳からの暮らしを整える｣10:00～11:00 

シニア世代に向けた、身体的にあまり無理にならない片づけ
法(暮らしの整え方)を紹介。   【定員】２０名 

【講師】藪下智子氏（ライフオーガナイザー１級） 

②文学作品等を参加者全員で一緒に声に出して読む 

｢あたまイキイキ音読教室｣11:15～12:15 

【講師】図書館職員       【定員】１０名 

［どちらかのみの参加可・参加無料・飲み物持参］＠研修室 

◆医療健康コーナー特集 

 

 

健康づくりに大きな影響を持つと考えられ
ている「笑い」や「ユーモア」に関する本を
特集。 

◆ティーンズコーナー特集 

 

 
入試情報、勉強法やリラックス法など受験
に役立つ本、小論文の書き方などの本を
紹介。ご家族向けには、料理や健康法な
ど受験生をサポートするための本を特集。 
✪ちょっとした息抜きに、合格お守り・お手紙を

作る折り紙コーナーをどうぞ☆ 

◆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とする、ハピリン内の本
に囲まれた居心地のよいスペース「ＷｉＬ」
にある本を特集。 

１２／１７○土  13:30～14:30 

大学生ならではのパワフルな歌声で、明るい曲か
らかっこいい曲、バラードまで幅広く、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】福井県立大学アカペラ部 
  Ｔｒａｎ－Ｂａｃｃａｎｏ 

【対象】子どもから大人までどなたでも 

＠多目的ホール 

◆大学生アカペラコンサート 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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  

【対象】３歳以上 

 

１２／３○土  15:00～15:30 

 

◆図書館のクリスマス会 関連行事 

１１／２５○金～１２／２１○水  

シニア世代の暮らしや課題解決に役立つよう、新たに書架に「いきいきライフ応援コーナー」を設け、「シニア

いきいきセミナー」（講座＆音読教室）を開催します。図書館を活用して、いきいきライフを送りましょう♪ 

閲覧室内に いきいきライフ応援コーナー ができます！ 

１２／１０○土～ ＠一般資料コーナーの青(文学)棚１１ 
［大活字本の棚「10＋」側］ 

音読は脳の活性化につながると言われて
います。技術にはこだわりません！ 
一緒に楽しみましょう☆ 

 

12月は 貸出冊数・ 

貸出期間が増えます 

✪貸出冊数✪ 
１０冊 ⇒ １５冊 

✪貸出期間✪ 
２週間 ⇒ ３週間 

【期 間】 
12／15○木～12／28○水  

｢年末年始のお役立ちホン｣ 

１２／２○金～Ｈ29／１／４○水  

シニアいきいきセミナー  １２／２０○火  

 

要申込 
12/8○木～ 
申込受付 

◆子ども室特集コーナー ｢たのしみだね、クリスマス｣ 

クリスマスの絵本・物語、クリスマスの由来
や行事に関する本、お菓子や飾り、歌の本  
を特集。１日１冊ずつクリスマスの絵本を
紹介するアドベントカレンダーを掲示♪ 

１２／２○金～１２／２４○土  

｢就活のまえに。企業を読む｣ 

１１／２５○金～１２／２１○水  

｢笑いと健康｣ 

１２／２○金～Ｈ29／１／29○日  

｢あきらめないで！受験生応援します｣ 

＠子ども室 ～１２／２１○水  

ＷｉＬ連携企画｢ＷｉＬの本棚にある本｣ 

君と僕との１ページ～クリスマス編～ 



◆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、展示などの説明
をします。 【対象】県民一般 各回５名 

①１２／  ４○日 ｢国立国会図書館デジタルコレクション｣       
②１２／１１○日 ｢日経テレコン２１｣  11:00～11:15 

③１２／１８○日 ｢デジタルアーカイブ｣   ［申込不要］  

④１２／２５○日 ｢スペシャル編｣ 

◆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？～｣ 

～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知られるなか、平成２

４年に両者が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、新たに確認された西尾本人の手紙とあ

わせて、信繁の最期を取り上げた松平文庫史料を展示。 

＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編 【講師】図書館職員 

１月１１日（水） 

10:00～（０歳児）、11:00～（０～２歳児） 

◆子どもの病気編   【講師】福井県薬剤師会 

１月２５日（水） 子どもの予防接種について 

10:00～10:30 ＠研修室 

＠おはなしの部屋 

◆おはなし会◆ 

１２月１０日（土）、２４日（土） 

えほん『おばあさんの 

すぷーん』他 

（対象：３歳以上） 

 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

１２月１７日（土） 

かみしばい『いえいっぱい 

にできるもの』他 

（対象：２歳以上） 

◆小学生のための冬のおはなし会◆ 

１２月２５日（日）  

◆所蔵資料展 ｢地図でたどる近代の県都福井｣ 

～１２／２１○水  ＠閲覧室 

所蔵す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ついて、当時の絵は
がきや写真とともに紹介。 

１２／４○日  10:00～12:00 

赤ちゃんをふんわり・かわいく撮る方法を紹介。寝姿を身近
なものでデコレーションする寝相アート写真や簡単なクラフト
にも挑戦♪ 【講師】寺下 ユン氏（福井＊カメラ女子の会代表） 

【対 象】１歳までのお子さんとその保護者 １０組２０名程度 

【参加費】１，０００円（ケーキセット・材料費） 

【持ち物】デジタルカメラ（コンパクトカメラまたは一眼レフカメラ）、
ＳＤカード、おもちゃなど ✪関連本ミニ特集展示中 

◆無料健康相談会 ｢まちの保健室 in 県立図書館｣ 

１２／１４○水  13:00～16:00［申込不要］ 

 

◆｢無料法律相談会｣ １２／１５○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 

◆福井県立図書館・市町立図書館合同企画 

＠閲覧室・エントランスホール 

県立図書館では、市町立図書館との連携事業と
して、関連本の特集や観光名所等のパネル展示を
行っています。今回は、鯖江市と永平寺町をご紹介。 

①鯖江市図書館 １１／３０○水～１２／２１○水  

 「めがねのまち鯖江発・めがね今昔」 

②永平寺町立図書館 １２／２０○火～ 

 「永平寺の食文化」 

＠閲覧室 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

 

2９年 日 月 火 水 木 金 土 

・ ・ ・ ・ 1 2 3 

 1 

 

月 

1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10 

 

8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17 

 

15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24 

 

22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31 

 

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。 

＊１２月２３日（金・天皇誕生日）・１月９日（月・成人の日）は開館します。 

（午前 9 時～午後 6 時） 
 

 開館日カレンダー  

          １２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 

要申込
み 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

要申込
み 

◆ハッピーカメラ講座～ベビーフォト編～ 
＠多目的ホール 

申込受付 
終了しました 

＠エントランスホール 


