
｢起業のススメ 
～起業のポイントと女性起業家の本｣ 

✤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  

今、読むにふさわしい本との書評がある
クリストファー・クラーク著『夢遊病者たち』
１，２ を邦訳した小原氏を講師に招き、
第一次世界大戦の終戦から１００年目に
あたる年に、この話題作を分かりやすく
読み解いていただきます。 

【講師】小原 淳氏     ＠多目的ホール 

［早稲田大学 文学学術院（文学部）准教授］ 
【定員】一般、社会科担当教員 １５０名 

◆記念講演会 

１／２８○日  13:30～14:15 

独特の美しい音色を奏でるマンドリン
による、ジブリメドレーなど、幅広い年
代の方が楽しめる演奏会♪ 

【演奏】 かのん 

【対象】子どもから 
大人までどなたでも 

＠多目的ホール 

テーマ毎に司書が選んだ
５冊を詰め合わせた「本の福袋」を
お借りいただけます（限定８０セット）。
自分では手に取らないような新しい
本と出会えるチャンスです。 

✪なくなり次第終了 ＠閲覧室 
 

５冊以上の貸出レシートとひきかえにおみ
くじを１回ひくと、運勢とおすすめの１冊が
書いてあります。図書館で２０１８年の
運だめしはいかがでしょうか(^O^) 
 ＠調査・相談カウンター 

✪当たりが出たら景品を進呈 

◆本の特集｢大河ドラマ『西郷どん』と

福井の盟友－西郷隆盛と橋本左内

／島津斉彬・久光と松平春嶽－｣ 

 

 

大河ドラマ「西郷どん」スタートにあわ
せ、ふるさと福井と幕末明治への関心
を高めていただけるよう関連本を特集。  

              ＠閲覧室 

◆｢福井県立図書館の軌跡～since1950～｣ 

 

 

当館開館以後の歴史を、パネルや建
築模型で展示紹介。    ＠閲覧室 

◆｢『科学道１００冊ジュニア』特集｣ 

 

 

理化学研究所と編集工学研究所に
よる、本を通じて科学者の生き方・
考え方、科学の面白さを伝えるプロ
ジェクトで紹介されている本の特集。 

◆｢かこさとし かがくのえほん｣ 

 

 

科学絵本の第一人者で、本県出身の
絵本作家 かこさとし氏の本の特集。 

＠閲覧室 

クラフトや実験をとおして、科学の面白さ
を体験します。      ＠多目的ホール 
【講師】エンゼルランドふくい職員    

【定員】年長（５歳）～小学生 ４０名 

【持ち物】炭酸飲料のペットボトル 

◆ティーンズコーナー 

 

 

がんばれ受験生！ 

合格祈願しおり配布 

 

受験生など先着３００名に進呈。 

✪苦学して偉業を成し遂げた白川博士に 

あやかりましょう。 

＠白川文字学の室［開室時間 9時～17時］ 

受験に役立つ本などを特集。 

【定員】県内在住で創業に関心のある女性、
新しいことにチャレンジしたい女性 ２０名 

【主催】公益財団法人ふくい産業支援センター・ 
県立図書館・関西女性起業家応援プロジェ

クト＆ネットワーク運営事務局 

 

ゲストの女性起業家と男女のメンター
（助言者）それぞれの創業時の想いを
聞くトークセッションと、参加者が質問・
相談できる交流タイム。［参加無料］ 

【ゲスト】仙田 忍氏（㈱ルカコ 代表取締役） 
【メンター】どんまゐ 鈴木氏（ｳｫﾝﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ会長） 

山内 喜代美氏（㈱ﾄ゙ﾘｰﾑﾜｰｸｽ代表） 

【主催】公益財団法人ふくい産業支援センター・ 
県立図書館・関西女性起業家応援プロジェクト

＆ネットワーク運営事務局 

【申込・問合せ先】 （公財）ふくい産業支援センター 

［電話：０７７６-６７-７４１６（８：３０～１７：１５）］ 

◆ビジネス支援コーナー 

 

 起業体験・事例など関連の本を特集。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

福井県 図書館 

１月のイベント 

記念企画は すべて参加・入場無料 

著者：クリストファー・クラーク    訳者：小原 淳 
出版社：みすず書房 

第一次世界大戦はいかにして
始まったか －この大テーマに
挑んだ話題作を読み解く－ 

１／３１○水  14：00～15：30 

 15:00～15:30 

 

申込受付中 ◆ライブラリーコンサート 

マンドリンアンサンブル 

◆新春のおたのしみ 

  ドキドキ本の福袋！ 

１／４○木～なくなるまで 

◆２０１８年の運だめし 本のおみくじ 

１／４○木～１／７○日  

１／２４○水まで 

１／２６○金～２／２１○水  

いずれも １／２６○金～３／４○日  

予告：関連行事 

◆｢つくってみよう！PET ボトルから
キーホルダー｣＆｢サイエンスショ
ー！マイナス２００℃の世界｣ 

２／１８○日  13：30～15：30 

 15:00～15:30 

 

要申込 

｢合格図書館 受験生応援します！｣ 

関連特集 

しおりがなくなり次第終了 

受
験
生
応
援
企
画 

１／４○木  9：00～ 

 15:00～15:30 

 

～１／24○水  

◆女性創業ｾﾐﾅｰ＆交流会 

Ｍｅｅｔ Ｕｐ☆スクエア ＠研修室 

１／２８○日  14:00～16:30 

 

要申込 

関連特集 

～１／28○日  



１／  ７○日  ｢日経テレコン２１｣  

１／１４○日  ｢雑誌の探し方｣ 
１／２１○日  ｢ブックトーク編｣ 

１／２８○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 

 ◆おはなし会◆ 

１月１３日（土）、２７日（土） 

     えほん『こいぬがうまれるよ』他 

（対象：３歳以上） 

◆小学生のための 
    冬のおはなし会◆ 

    １月７日（日） グリムの昔話「七羽 
    のからす」などの昔話や創作物語の 

ストーリーテリング 

◆かがくえほんの会◆ 

１月 ６日（土） 

子どもの本『ビーだまは数をしって 
いる』をつかった実験をします。 

（対象：３歳以上） 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

１月２０日（土） 

かみしばい『ばけくらべ』他 

（対象：２歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

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
おすすめ本紹介、展示コーナー等に
ついて職員がわかりやすくご紹介。 

【対象】県民一般 各回５名［申込不要］ 

＠調査・相談カウンター横 

◆一般資料コーナー 

スキーなどの冬のスポーツ、冬のあそ
び・室内あそび、雪や氷の写真集、冬
の食やあったかい鍋、毛糸・編み物の
本を特集。 

◆医療健康コーナー 

｢国立がん研究センターがん対策情報セ
ンター｣が、身近な場所で信頼できるがん
情報を得られるよう全国の図書館等に提
供している資料で、今回当館に提供され
た冊子を特集。 

◆ふるさと知事ネットワーク 

＠閲覧室 

「自立と分散で日本を変えるふるさ
と知事ネットワーク」の参加県１５県
の、各県ゆかりの代表的作家３０名
を紹介するパネル展と、本の特集。 
✪参加県１５県： 青森県、山形県、 

石川県、福井県、山梨県、長野県、

三重県、滋賀県、奈良県、鳥取県、

島根県、高知県、熊本県、宮崎県、

鹿児島県 
 
 

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。）［事前電話申込制］ 

【申込・問合せ先】 法テラス福井 

［電話：０５０-３３８３-５４７５ 

（受付は ９：００～１７:００）］ 

１／１８○木  14：00～16：00 

◆無料法律相談会 

＠研修室 

図書館職員と一緒に、みんなで楽しく 
音読しましょう(^O^)      【定員】１０名 

◆シニアいきいきセミナー 

◆いきいきライフ応援コーナー 

体操やパズルなど、脳を活性化させて認知
症予防・認知症対策に役立つ本を特集。 

11:15～12:15     【定員】２０名 

認知症の予防法や、予防に効果のある体
操・コグニサイズを分かりやすく紹介。 

【講師】県長寿福祉課 在宅ケア推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ  
示野 日紗子氏（保健師） 

［① ②ともに参加無料］  ＠研修室 
【対象】特に７０歳以上のシニア世代の方 

 

◆無料健康相談会  

  まちの保健室 in県立図書館 

１／１０○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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 
 

２ 
 
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 ・ ・ ・ 

＊   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。 

＊1月4日（木）・8日（月･成人の日）・2月11日（日･建国記念の日）・12日（月･振替休日）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。 

 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≫ 

          １月のおはなし会    

＜おひざでだっこの会＞  

◆絵本・わらべうた編   ２月 ７日（水） 【講師】図書館職員 

10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（０～２歳児） 

◆ベビーサイン編    ２月２１日（水）  

【講師】田中 香苗氏（日本ベビーサイン協会認定講師） 

10:00～11:00   【対象児】１歳６ヶ月まで 

【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 

要申込
み 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

15:30～15:45 

◆ショートセミナー図書館知
し っ

っ得
と く

編 

｢冬を楽しもう｣ 

１／６○土～１／２８○日  

◆子ども室特集コーナー 

｢十二支の動物大集合！｣ 
平成３０年の干支である戌（犬）など、十
二支の動物の由来やそれぞれの動物の
生態についての知識の本、十二支の動
物が登場する絵本・物語などを特集。 

１／５○金～１／２８○日  

｢『がん情報ギフト』をいただきました!｣ 

１／４○木～１／２４○水  

１／２６○金～３／２１○水・○祝  

連携企画｢ふるさと文学交流展｣ 

要申込 

②ふくい認知症予防メニューについて 

①あたまイキイキ音読教室 
10:00～11:00［締切］ 

 
飲み物持参 

１２／２２○金～１／１７○水  

｢認知症を予防する本｣ 

関連特集 

②は 
申込受付中 

１／１７○水  


