
 

✪ 松平文庫テーマ展  ｢原寸大複製！松平文庫 大絵図展｣   〔～５／７（日）〕 

✪ こどもの読書週間記念企画｢時をこえる絵本『スーホの白い馬』～赤羽末吉の世界～｣ 〔～５／１４（日）〕 

✪ ビジネス支援コーナー｢2016年度に新しく入ったビジネス書｣ 〔～５／２４（水）〕 

✪ 一般特集コーナー  ｢図書館って楽しい｣ 〔～５／３１（水）〕 

✪ 子ども室特集コーナー｢大きくな～れ！花や野菜を育てる本｣  〔～５／３１（水）〕 

子どもたちの健やかな成長を 

願って、こいのぼりを泳がせます。 

テラス(閲覧室横ウッドデッキ)を、期間 

限定で開放します。敷物を持ち込み 

寝転んで読書をしたり、お弁当を広げ 

たりして、ご自由に楽しみましょう♪ 

図書館、文書館、ふるさと 

文学館を周ってクイズに答えよう！ 

目で見て楽しめ、さわって楽しめる楽しい
本を紹介。 

新作の古代文字クイズなど漢字クイズを一
堂に集め、自由に楽しんでいただけます。 

身近な漢字の中から「人」をとりあげ、その
特徴の紹介展示や、「人」の形に関する古
代文字クイズ、難読漢字クイズを実施。 

文書館、ふるさと文学館 の企画 

(問合せ先) 文書館 33-8890 

｢くずし字マスターへの道－超入門編－｣ 

４/１５○土～５/２４○水  

(問合せ先)ふるさと文学館 33-8866 

｢キッズ文学キネマ｣ 

 ４/２９○土・○祝、５/３○水・○祝、５/７○日  14:00～ 

｢文学館 de ５７５｣ 

４/１５○土～５/２４○水  

５／４○木・○祝  13：30～14：10 

あらゆる世代が楽しめる、アットホームで馴
染みのある曲の演奏会です♪［申込不要］ 

【出演】三国シンフォニックウィンズ 
【対象】子どもから大人までどなたでも 

＠多目的ホール 

５／６○土  10：30～11：50 

図書館書庫や文書館のバックヤード・ふるさと
文学館の見学と、子ども室の地図作成・本探
しで、本の並び方や使い方のポイントがわかり
ます。    集合場所：子ども室カウンター 

【対象】小学生（１～２年生は保護者同伴）１０組 

５／１４○日  11：00～12：00 

動きやすい服装・飲み物持参で参加ください。 
【講師】長谷川敏彦氏 

(福井県健康管理協会 運動指導士) 

【対象】７０歳以上のシニア世代とそのご家族 
(お孫さんなど) ［申込不要］ 

＠庭園(雨天時の会場・集合場所：多目的ﾎｰﾙ) 

レクリエーション、健康体操、ウォーキングなど
シニアの健康づくりに役立つ本を特集。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

福井県 図書館 

≪イベントはすべて参加無料≫ ✤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  

〔４／２３（日）～５／１２（金）〕 

こどもの読書週間期間中の 

貸出冊数は 

１０冊 ⇒ １５冊 です 

〈～5/14○日〉 

 
◆しあわせこいのぼり 

４／１５○土～５／７○日  

＠いずれも中庭・テラス 

◆青空の下で 
本を楽しんでみませんか 

４／２９○土 ・○祝～５／７○日  

✪用紙は３館内 各カウンターに設置 

提出場所：ふるさと文学館カウンター 

◆春のクイズラリー 

４／２９○土・○祝～５／２４○水  

雨天時は中止 

参加記念グッズ進呈 

◆展示｢本って楽しい 
～しかけ絵本の世界～｣ 

４／２３○日～５／１４○日 
＠閲覧室 

◆ご家族で楽しめる 
｢挑戦！古代文字クイズ｣ 

～しかけ絵本の世界～｣ 

４／２３○日～５／１４○日 
＠白川文字学の室・エントランスホール 
 (受付場所：白川文字学の室) 

参加記念グッズ進呈 

◆｢身近な漢字｣シリーズ 

｢『人』の形から生まれた漢字｣ 

～６／２８○水  ＠白川文字学の室 

参加記念グッズ進呈 

関連展示 

◆ファミリーコンサート 

みんなで楽しむ音楽会 

◆図書館たんけん＆ 

子ども室たんていだん 

申込受付中 
参加記念 
グッズ進呈 

◆図書館でからだイキイキ！ 

ウォーキング＆健康体操 

関連特集 

＠ｼﾆｱ向け「いきいきﾗｲﾌ応援ｺｰﾅｰ」 

｢本でからだイキイキ！｣ 

４／２１○金～５／１４○日  



＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編  

 ６月 ７日（水）   【講師】図書館職員       ＠おはなしの部屋 

◆がっちゃんと わらべうたであそぼう！  

      ６月１８日（日）   【講師】がっちゃん          ＠研修室 

 ◆ベビーヨガ編 ６月２１日（水） 
【講師】奥井麻結氏（ヨガインストラクター） 

    【持ち物】バスタオル等（赤ちゃんの下に敷くもの）＠おはなしの部屋 

※時間はすべて 10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（０～２歳児）  

 

 

 

 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

５月２０日（土） 

かみしばい『あなのはなし』他 

（対象：２歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

◆おはなし会◆ 

５月１３日（土）、２７日（土） 

えほん『まあちゃんのながい 

かみ』他 （対象：３歳以上） 

◆かがくえほんの会◆ 

５月 ６日（土） 

かざぐるまの工作をします 

（対象：３歳以上） 

◆医療健康コーナー 

 

 

５月１２日の「看護の日」にちなみ、看護師についての本を特集。 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

 

 

熱が出た、吐いたなど、心配ごとがつきない子育てに関連し、子ども
がかかりやすい病気や症状、ホームケアのコツなどについての本を
特集。 

◆ティーンズコーナー 

 

 
学校での部活が本格始動するシーズンにあわせ、部活動が出てくる

小説や、部活が上達するハウツー本を特集。運動部から文化部ま

で、マイナー部活も登場します。 

◆無料健康相談会 

  まちの保健室 in 県立図書館 

５／１０○水  13：00～16：00 

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］   ＠エントランスホール 

【主催】(公社)福井県看護協会、県立図書館 

図書館を便利に使っていただき、読書の幅を広げ、楽しん

でいただけるよう、データベースの活用法や図書館の使い

方、おすすめ本、本の展示コーナー等について職員がわか

りやすくご紹介。［申込不要］ 【対象】県民一般 各回５名 

①５／  ７○日 ｢ＴＫＣローライブラリー｣ ＠調査・相談ｶｳﾝﾀｰ横       
②５／１４○日 ｢福井新聞縮刷版ＤＶＤ｣ ＠調査・相談ｶｳﾝﾀｰ横 

③５／２１○日 ｢ブックトーク編｣       ＠対面朗読室 

④５／２８○日 ｢スペシャル編（いきいきライフ応援コーナー）｣ 

＠ｼﾆｱ向け「いきいきﾗｲﾌ応援ｺｰﾅｰ」 

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）］ 

５／１８○木  14：00～16：00 

◆無料法律相談会 ＠研修室 

【講師】加藤永俊氏（ふくい産業支援センター創業マネージャー） 

【定員】創業を目指す方、創業後間もない方 ３名 

【主催】(公財)ふくい産業支援ｾﾝﾀｰ・県立図書館 

✪申込先：（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 

 

５／１４○日  13：30～15：00 

脳の活性化、認知症予防に効果があるといわれる音読

を、参加者全員で楽しみましょう♪ 

【講師】図書館職員   ＠研修室 

【対象】７０歳以上のシニア世代の方 

◆シニアいきいきセミナー 
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月 

日 月 火 水 木 金 土 

 
6 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

・ 1 2 3 4 5 6 

 

・ ・ ・ ・ 1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13 

 

4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20 

 

11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27 

 

18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31 ・ ・ ・ 

 

25 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3日（水・憲法記念日）・4日（木・みどりの日）・5日（金・こどもの日）は開館します。（午前9時～午後6時） 

＊図書館をご利用の方は、所定の当館駐車場をご利用ください。 

＊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  

 

          ５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≫ 

要申込 ✔  申込受付は１ヶ月前～ 

お願い 

＠子ども室 

｢子どもの病気の本｣ 

｢看護師についての本｣ 

｢部活へＧＯ！みんなとやる好きなこと｣ 

４／１５○土～５／２４○水  

４／２８○金～５／２４○水  

４／１５○土～５／２４○水  

関連特集 

15:30～15:45 ◆ショートセミナー図書館知
し っ

っ得
と く

編 

要申込 

◆創業支援セミナー｢“お手軽”創業計画書｣ 
 

＠研修室 

５／１６○火  14：00～16：30 

 

要申込 

あたまイキイキ音読教室 

申込受付中 

飲み物持参♪ 


