
≪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 
Te l :  0776-33-8860 / Fax : 0776-33-8861 / e-mai l :  tosyokan@pref . fuku i . lg . jp  

２／３○土  14:00～15:00 

女声コーラスとヴァイオリン、コカリナのアン
サンブル。唱歌、童謡、世界の名曲などを
演奏。［申込不要］＠多目的ホール 

【演奏】 アンサンブル ｍｉｒａｉ 
【対象】子どもから大人までどなたでも 

福井の昔話、日本や世界の昔話のストーリーテリング。 

【演目】｢ゆきんこ｣（ロシア）、｢すねこたんぱこ｣（日本）など 

【語り手】福井おはなしの会 【対象】一般（中学生以上） 各回４０名 

◆大人のための健康診断＆健康相談 ＠多目的ホール 

２／２４○土  10:00～15:30  【対象】 県民一般 

健康診断・健康相談 （当日受付、対象：成人） 
［午前］１０：００～１２：００（１１：３０受付終了） 
［午後］１４：００～１５：３０（１５：００受付終了） 

✪ 診断内容：血圧測定、健康相談、脳年齢測定、 
ロコモティブシンドローム測定（移動機能測定） 

講演会｢最近体がストレスに弱くなっていませんか。 
フレイルを知って予防しよう。｣ 

（当日受付、対象：県民一般） １３：００～１３：５０ 

【講師】釣部雄史氏（作業療法士、生きがい交流センター所長補佐） 

健康パネル展 （生活習慣病啓発パネル） 
【主催】 公益財団法人福井県健康管理協会・県立図書館 

けんころちゃんも 

やってくる！ 

◆医療健康コーナー 

 

 

２月の「全国生活習慣病予防月間」にちなみ、生活習慣病発症

の要因の一つの肥満関連本を特集。 

誕生日をテーマにした絵本・物語、プレゼントに役立つ本、平成
１５年出版の子どもの本（１５歳になった本）などを特集。 
✪ 関連展示：「たんじょうびケーキにかざりをつけよう！」 

◆子ども室特集コーナー 

①②とも内容は同じ 

各自のおすすめ本１冊を紹介し、『誰かが足りない』（宮下奈都／
著）の「予約３」について、みんなでワイワイ語りましょう。 

【対象】女性５名（学生を除く） 

｢ビジネス力アップ講座関連本特集｣ 
 

◆ビジネス支援コーナー 

 

 

【対象】若手ビジネスパーソン（４０・５０代まで） 

２／  ３○土  13:30～16:00 【定員】４０名 

｢福井の経済・産業を知る 
～データと歴史で読み解く福井地域学～｣ 

【講師】南保 勝氏（福井県立大学地域経済
研究所長・教授） 

２／１７○土  9:30～12:00 【定員】２０名 

｢ビジネス情報をひきだすっ！｣ 

【講師】国立印刷局官報部官報ｸﾞﾙｰﾌ  ゚岩下欣也

氏、福井県政策統計・情報課 馬場北透氏、

県立図書館司書 鷲山香織 

２／２４○土  13:30～16:30 【定員】２０名 

｢ツールとしての新聞活用講座～情報収集力、
コミュニケーション力アップを狙え！～｣ 

【講師】川塚 康弘 氏（福井新聞社編集局 
みんなの新聞部長）   ＠研修室 

２／１１○日・○祝  14:00～14:30 

「国際高校生選抜書展」で３年連続団体優

秀賞受賞の新成人達による書道パフォー

マンス。［申込不要］＠多目的ホール 
【対象】子どもから大人までどなたでも 
【主催】県立図書館、生涯学習・文化財課 

◆一般資料コーナー 

過去１５年間のベストセラー本と、その年の世
相がわかるよう、年表や新聞記事を展示。 

北陸４県の県立図書館所蔵の、アート関
連の資料および司書のおすすめ本紹介。 

ティーンズに人気の高い社会学者＆作家の
講演会。１０代のころの読書体験や作家の仕
事、お互いの作品、音楽についてなど、自由に
語り合っていただきます。 ＠多目的ホール 

✪ 終了後にサイン会を開催します。 

【講師】岸 政彦氏 （社会学者、立命館大学教授） 
     宮下奈都氏 （作家） 
【定員】２００名（高校生以上） 

◆ティーンズ講演会 

◆ティーンズコーナー 

 

 

お菓子や「福井しあわせ元気国体・障スポ」
グッズなどを販売。 ＠エントランスホール等 

【協力】社会福祉法人 福井県セルプ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

福井県 図書館 

アンダーフォーティ 

◆ライブラリーコンサート 

春の訪れを歌にのせて 

◆大人が楽しむ昔ばなし～語りの世界へようこそ～ 

２／４○日  ①13:30～14:30、②15:00～16:00 

 

＠研修室 

要申込 

｢肥満を考える｣ 

～２／２５○日  

関連特集 

｢おたんじょうびおめでとう！｣ 

１／３１○水～２／２８○水  

２／２８○水  18:30～19:50    ＠ＷｉＬ（ハピリン２階） 

 

◆働く女性の交流企画｢ＷｉＬで読書会！～早春～｣ 

要申込 

◆Ｕ４０ビジネスパーソンのための
ビジネス力アップ講座 

関連特集 

要申込 

◆書道パフォーマンス 
～福井の未来を拓く～ 

｢あの頃、あの本～図書館のあゆみを 

ベストセラーから読む～｣ 

１／３０○火～２／２８○水  

１／３０○火～２／２８○水  

◆｢北陸のアート｣展～北陸４県・県立
図書館所蔵資料交流展示会～ 

ベストセラーから読む～｣ 

２／２３○金～３／４○日  

２／２５○日  15：00～16：30 

 15:00～15:30 

 

岸 政彦×宮下奈都 トークセッション 

申込受付中 

｢岸 政彦×宮下奈都 本の特集｣ 

関連特集 

｢音楽がきこえる本｣ ～２／２８○水  

同日開催 ◆セルプフェア［申込不要］ 

２／２５○日  11：00～16：00 

 15:00～15:30 

 

５冊以上 本を借りた方を対象に、 

各種「記念グッズ」をプレゼント！ 

✪毎日先着150名に特製クリアファイルを進呈。 
〈2/1○木～2/15○木  9:00～17:00〉 

✪お好きな賞品を選んで応募いただいた方の中
から、抽選で50名に賞品を進呈。 

〈応募期間： 2/1○木～2/25○日〉 

 



＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編   ２月１８日（日）  10:00～10:30 

 【講 師】図書館職員（申込不要） 

◆絵本・わらべうた編   ３月７日（水） 【講師】図書館職員 

10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（１･２歳児） 

 ◆ベビーマッサージ編 ３月１４日（水） 10:00～11:00 

 【講 師】三嶋百合子氏（助産師） 

【持ち物】 バスタオル等赤ちゃんの下に敷くもの 

     ＠子ども室おはなしの部屋 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

２月３日（土）、１７日（土） 

かみしばい『チョコレートカステラだいじけん』他 

（対象：２歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

◆おはなし会◆ 

２月１０日（土）、２４日（土） 

えほん『こねこのチョコレート』他 

（対象：３歳以上） 

◆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。 

～２／１４○水  

２／１４○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    

【対象】７０歳以上のシニア世代の方  ＠研修室 

【定員】各回１０名［参加無料］ 

◆シニアいきいきセミナー 

２／  ４○日  ｢ＴＫＣローライブラリー｣  ＠調査・相談 

２／１１○日  ｢官報検索情報｣        ｶｳﾝﾀｰ横 

２／１８○日  ｢国立国会図書館デジタルコレクション｣   

２／２５○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）］ 

２／１５○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

等の活用法、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 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

職場の上司や同僚、仕事相手、友人、夫婦、親など人間関

係が幅広く、日々の悩みもつきないワーキングマザーが、人

と気持ちのよい関係を築く参考となるような、コミュニケーショ

ンや話し方、人間関係などに関する本を特集。 

１／２６○金～３／２１○水・○祝 

 

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。 

★ ｢福井県立図書館の軌跡～since1950～｣〔～２／２１（水）〕 

★ 所蔵資料展｢市街地図でたどる近代～敦賀編～｣ 
     〔～２／２１（水）〕 

★ ｢県小・中学生科学アカデミー賞優秀賞｣展 
〔２／６（火）～３／４（日）〕 

★ ｢『科学道１００冊ジュニア』特集｣ 

｢かこさとし かがくのえほん｣〔いずれも ～３／４（日）〕 

✪ ふるさと知事ネットワーク連携企画 

｢ふるさと文学交流展｣ 〔～３／２１（水・祝）〕 
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３ 
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18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 ・ ・ ・ 
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＊   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。 

＊2月11日（日･建国記念の日）・12日（月･振替休日）・3月21日（水･春分の日）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。 

 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≫ 

          ２月のおはなし会    

要申込 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

要申込 

その他の企画 

関連企画 

｢あたまイキイキ！音読しませんか｣ 

あたまイキイキ音読教室 申込受付中 

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 

飲み物持参 

｢人間関係についての本｣ 

 

＠子ども室 

 

パネル展示やクイズで白川文字学を紹介。 
 

◆｢身近な漢字｣シリーズ ｢体を表す漢字｣ 

１／３０○火～４／８○日  

 しおりがなくなり次第終了  

[配布時間] 9：00～17：00 

関連企画 

◆受験生応援企画 

いずれも ＠白川文字学の室 

 

★  開館記念企画 

✪ その他の企画 


