
 

◆福井県内公共図書館利用促進事業 

 

◆一般資料コーナー 

スポーツを題材とした小説・エッセーや、ウォーキング、ストレッチ、

エクササイズなどの本、健康づくりに役立つレシピ本等を特集。 

＜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  

◆Welcome 国体・障スポ！開催１年前イベント 

９／２９○金～１０／２５○水  ＠閲覧室 

国体推進局との連携による、来年開催の国体・障スポおよび昭和 

４３年国体の記念品や障害者競技用の車いす、関連資料等の展示。 

✪同時開催：県文書館ミニ展示「本番までの道のり」 

昭和４３年福井国体の準備の様子を、当時の新聞記事や県の 

広報紙等で紹介。 

◆子ども室特集コーナー 

スポーツのルールや上達方法など知識の本、スポーツに関する絵

本・物語、スポーツ選手の自伝や伝記などを特集。 

学校祭やクラブ活動等、学校での生徒達の活動成果を展示

し、いろいろな学校の活動を紹介。＠閲覧室内（テラス前）・ 

ふるさと文学の小路（ふるさと文学館図書スペース） 

 

林家染二氏による、講演（福祉と人権「笑いは希望 

の光～近隣意識はあたたかい～」）と落語 などで、 

福祉や人権、図書館および法的サービスについて楽しく学びます。 

【対象】県民一般 

【主催】福井弁護士会、法テラス福井、県立図書館 

木から作られるコナリナの温かく優しい音色で、童謡やアニ

メソング、クラシックなどを演奏します。 

【演奏】 ふくいコカリナアンサンブル 

【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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

福井県 図書館 

１０／８○日  10:30～11:00 
スポーツに関する絵本の読み聞かせをします。 
はぴりゅうが登場します！         ＠おはなしの部屋 

◆クイズ｢白川静博士 １０の秘密｣ 

 １０／２７○金～１１／１２○日     ＠白川文字学の室 

白川博士の生い立ちや研究、人となりなどに関する１０個の 

クイズを解くことで、白川博士の足跡と偉業が分かります。 

［申込不要］✪参加者全員に特製しおりを進呈、全問 

正解者には認定証（カード）を進呈します。 

１０月のイベント・本の特集・展示 

関連企画 ◆｢ｽﾎﾟｰﾂ絵本｣読み聞かせ with 

はぴりゅう 

企画展に関するクイズ５問に答えて、全問正解すると粗品を
進呈。また、全問正解後にご応募いただいた方の中から抽選
で特製グッズを差し上げます。［時間：９:００～午後５時］ 

◆はぴりゅう こどもクイズ 

福井市内の幼稚園、保育園、 
こども園８園の園児たちが描いた、はぴりゅうの絵画作品を展示。         

◆はぴりゅう絵画展 ｸｲｽﾞ・絵画展ともに 

９／２９○金～１０／２５○水  

関連特集 

｢スポーツを読む！｣｢健康づくりの秋｣ 

９／２９○金～１０／３１○火 

｢知りたい！スポーツのこと｣ １０／６○金～１０／３１○火 

◆福井県内高等学校活動紹介展（前期） 

｢わたしたちのスクールライフ｣ 
 

１０／３○火～１０／２２○日  

◆笑ってまなぶセミナー 

＠多目的ホール 

１０／９○月・○祝  13：30～15：20 

 

要申込 

コカリナコンサート 秋の風に吹かれて 

＠多目的ホール 

１０／２７○金～１１／２３○木 ・○祝  ［県立図書館］ 

多くの皆様に図書館や本に親しんでいただけるよう、読

書週間〔10/27（金）～11/9（木）〕にあわせて、

「セリフで選ぶ物語」をテーマに、県内公共図書館

で図書館員がすすめる本の展示を一斉に実施し、本の

魅力を紹介します。［終了日は県内各公共図書館で設定］ 

【参加館・会場】県立図書館、若狭図書学習センター、 

県内市町立図書館 

＠閲覧室 

◆読書の秋は「青空図書館」へ 
  ９／１６○土～ 
秋の青空の下、「テラス」を開放しています。「中庭」とあわせて、敷

物などを持ち込んで、寝転んで読書をしたり、お弁当を広げたり、自

由に楽しみましょう。［雨天時は中止］＠ﾃﾗｽ（閲覧室横のｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ） 

１０／２１○土  13：30～14：30 



＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編 【講師】図書館職員 

１１月８日（水）10:00～（０歳児）、11:00～（０～２歳児） 

１１月１９日（日） 10:00～10:30［申込不要］ 

◆ベビーヨガ編 【講師】奥井麻結氏（ヨガインストラクター） 

１１月２２日（水） 10:00～（０歳児）、11:00～（０～２歳児） 

【持ち物】バスタオル等（赤ちゃんの下に敷くもの） 

１０／  １○日  ｢ＪＤｒｅａｍⅢ｣   ＠調査・相談ｶｳﾝﾀｰ横 

１０／ ８○日  ｢官報検索情報｣ 
１０／１５○日  ｢国立国会図書館デジタルコレクション｣ 

１０／２２○日  ｢スペシャル編｣ 

 

 

＠ ①・②調査・相談ｶｳﾝﾀｰ横、③対面朗読室 

生活上の様々な悩みごとに関する、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（受付は ９：００～１７:００）］ 

１０／１９○木  14：00～16：00 ◆無料法律相談会 

＠研修室 

図書館を便利に使って、楽しんでいただけるよう、データベ
ースの活用法や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 

＠おはなしの部屋 

◆おはなし会◆ 

１０月１４日（土）、２８日（土） 

えほん『やせためんどりと 

きつね』他（対象：３歳以上） 

 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

１０月７日（土）、２１日（土） 

かみしばい 

『あたまにかきの木』他 

（対象：２歳以上） 

◆小学生のための秋のおはなし会◆ 
１０月１５日（日）  

１０／１８○水  (1)10:00～11:00、(2)11:15～12:15 

文学作品等を参加者全員で一緒に声に出して読みます。一緒

に楽しみましょう♪［２回とも同じ内容］ 【講師】図書館職員    

【定員】各回１０名［参加無料］＠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 

◆いきいきライフ応援コーナー 

作品の世界を楽しむことができ、脳の活性化などに効果があ

るとされる音読のテキスト本などを特集。 

～１０／１８○水  

石川と岐阜の県境に位置し、「加賀の白山」と称されている白

山の主峯部について、江戸時代の地誌や国絵図を通して、越

前の人々が白山を自国の山と認識していた歴史を紹介。 

＠閲覧室入口 ９／２９○金～１１／２３○木・○祝  

県内の鉄道廃線について、当時の写真や鳥瞰図などのパネル

展示、関連図書等により、往時の賑わいや、その遺産を活かし

た新たな動き等を紹介。 

✪鉄道友の会福井支部による鉄道模型（Ｎゲージなど）の 
運転も行います。［１１／４（土）、＠ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ］ 

１０／２７○金～１２／２０○水  

＠閲覧室 

◆ティーンズコーナー 

１冊でいろいろな味わいを楽し

める、秋の夜長の読書にぴっ

たりのアンソロジーを特集。 

◆ワーキングマザーに贈る 

本コーナー 

まとまった時間がない方向け

に、短い時間で少しずつ読

めるエッセイを特集。 

◆医療健康コーナー 

１０月の「がん検診受診率５０％

達成に向けた集中キャンペーン

月間」にちなみ、がん検診や健

康診断関連の本を特集。 

◆ビジネス支援コーナー 

特許のイロハ、特許のとり

方、特許情報の調べ方につ

いて書かれた本等を特集。 

９／２９○金～１１／１２○日  
ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援・ﾜｰｷﾝｸﾞﾏｻﾞｰ・医療健康：９／２９○金～１０／２５○水  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊   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。 

＊１０月９日（月・体育の日）、１１月３日（金・文化の日）・２３日（木・勤労感謝の日）は開館します（～午後 6 時）。 

＊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。 
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 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。ご了承ください。≪参加無料≫ 

          １０月のおはなし会    

要申込 

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
み 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

要申込
み 

あたまイキイキ音読教室 

申込受付中 

飲み物持参☆ 

関連特集 

｢あたまイキイキ！音読しませんか｣ 

◆松平文庫テーマ展 白山開山 1300年記念 
｢地誌・絵図にみる『越前の白山』｣ 

 

◆パネル展 ｢ロスト・ライン Ｆｕｋｕｉ 
－福井の鉄道廃線を巡る－｣ 

 

｢アンソロジーのすすめ｣ 
｢女性作家のｴｯｾｲ特集｣ 

 

＠子ども室 ｢がん検診と健康診断｣ ｢特許に関する本｣ 


