
 
夏休み期間に向けて 

閲覧席を増設しています 

 ６／２９○金～８／２２○水  

図書館、文書館、ふるさと文学館を回ってスタン

プを８個集めよう！参加記念グッズプレゼント。 

【ｽﾀﾝﾌﾟ用紙設置場所】３館内 カウンター等 

【グッズ引換場所】白川文字学の室 受付 

本探しミッション（30分）と、図書館、文書館、ふるさと

文学館の探検（40分）。参加記念グッズプレゼント！ 

【対象】小学生（１～２年生は保護者同伴） 各１０組 

としょかん探検隊 

英語の紙芝居、「世界のありがとう」、世界

の国旗クイズやゲームなど。［申込不要］ 

【協力】京都外大校友会福井支部、 

シウィサ・ヴィーウェ氏（県ＡＬＴ） 

【対象】小学生以上（保護者同伴可） 

［第１部］ おっと音の実験だ 
～ｴｺｰﾏｲｸとおどるﾍﾋﾞ君をつくろう～ 

10：30～12：00 

物からの音の出かたの実験や、ばねを使っ

た工作をします。 
【持ち物】鉛筆、はさみ、セロハンテーフﾟ、 

持ち帰り用のﾋﾞﾆｰﾙ袋 

［第２部］ 紫外線ってなんだろう   
～ＵＶﾁｪｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟをつくろう～ 

13：30～15：00 

ブラックライトによる実験や紫外線の量がわ

かる工作をします。 
【持ち物】鉛筆、はさみ、持ち帰り用のﾋﾞﾆｰﾙ袋 

【講師】岸下 順一氏（木彫家・篆刻家） 

【対象】小学４年生以上 各１０名 

     （小学生は保護者同伴） 

【参加費】３００円（材料費等） 

平成３０年新成人による古代文字等の 

書道パフォーマンス。はぴりゅうも来るよ！ 

一緒に「はぴねすダンス」をおどろう♪ 

［申込不要］   ＠多目的ホール 

２０歳の書道パフォーマンス 

ﾁｪｰﾝｿｰｱｰﾄ公開ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 

ｳｯﾄﾞ･ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞ（焼き絵)教室 

木工教室 (県産材でイスを作ろう) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

福井県 図書館 

図書館の夏休み行事は

｢消しゴムハンコづくり｣

以外、すべて参加無料 

 

≪図書館の夏休みイベントは ７／１３○金から受付。定員になり次第締め切ります。≫ 
✤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  

ライブラリーコンサート 

【対象】子どもから大人まで［申込不要］ 

わらべうたコンサート  

７／１５○日  13：30～14：10 

わらべうたあそびや童謡・クラシックなど。 

【出演】にこにこアンサンブル「おひさま」 

夏休みファミリーコンサート 

８／１９○日  13：30～14：10 

少人数編成の吹奏楽団による演奏会。 
【演奏】三国シンフォニックウィンズ 

おはなし会  11：00～11：40 

小学生のための夏のおはなし会 

７／２９○日  【対象】小学生２０名 

＠おはなしの部屋 

ちょっとだけこわい話のおはなし会 

８／１２○日  【対象】小学生以上４０名 

［申込不要］＠ふるさと文学館 映像ルーム 

７／２１○土～８／３１○金 9：00～17：00 

としょかんスタンプラリー 

７／２２○日  13：30～15：30 

 

子ども国際講座 

えいごであそぼう！せかいを知ろう！ 

７／２８○土、８／１１○土  10:00～11:10 

 

✔ 子ども室カウンター集合 

＠多目的ホール 

＠多目的ホール 

８／２○木  11：00～11：45 

 福井県の恐竜化石や発掘のことがわかる！ 

【講師】服部 創紀氏（県立恐竜博物館 

研究員） 【対象】小学生４０名 

恐竜出前授業 

福井の恐竜化石のヒミツ 

科学あそび講座 

 【講師】坂口 美佳子氏(科学読物研究会) 

【対象】小学１年生以上 各４０名 

８／５○日  

＠研修室 

＠多目的ホール 

８／１９○日  ［午前の部］ 9：30～12:00 
［午後の部］13：30～16:00 

古代文字をほってみよう 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ！消しｺﾞﾑﾊﾝｺづくり 

８／１４○火  14:00～14:30 

 

８／２６○日  9:00頃～15:00頃 

 チェーンソーで、県産材の丸太が福井国体・

障スポのキャラクターや動物に変身！ 

【実演】あすなろカービング倶楽部ＦＵＫＵＩ 

（長谷川浩氏・松田治巳氏・千代谷冨士夫氏） 

【協力】㈱木もくﾚﾝｼﾞｬｰｽﾞ 

８／２６○日  10：00～15：30 

 トレーシングペーパーで描いたイラストを、木の
板にあてて電熱ペンでなぞると焼き絵の完成！   

✪当日受付（整理券１枚につき１作品） 

【講師】江端 一男氏 【対象】子どもから大人 

まで（小学校低学年以下は保護者同伴） 

＠多目的ホール 

８／２６○日  10：30～15：30 

 県産材を使って、イスを作ろう！ 

【協力】県木材青壮年会     ＠中庭 

【対象】親子２０組 ✪当日受付（先着順） 

＠正面玄関横 



ティーンズコーナー 

｢手紙をたのしむ…思いをつたえよう｣ 

 
 

✪｢七夕飾りの展示｣ 〔～７／８（日）〕 

✪  松平文庫テーマ展 〔～７／１１（水）〕 

｢幕末維新史研究の超一級史料 

－中根雪江が編んだ五つの歴史書－｣ 

✪  本の特集＆資料展示〔～７／１６（月・祝）〕 

｢福井地震７０年 防災を考える｣ 

◆おはなし会◆ 

７月１４日（土）、 

  ２８日（土） 

（対象：３歳以上） 

 ◆えほんとかみしばいの会◆ 

  ７月２１日（土） 

  （対象：２歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

【講師】月野 るな氏（ルナリバティ代表） 

【定員】２０名（県内在住の女性） 

【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 

デザインやチラシ、ＰＯＰなどの書き方の本、
ホームページやブログを使った販売促進の本。 

新しく受入れした本から約１５０冊を紹介。 

７／１８○水  10：00～11：15 

あたまイキイキ音読教室     ＠研修室 

文学作品等を全員で声に出して読み、一緒

に楽しみましょう♪  【講師】図書館職員  

【対象】７０歳以上 １５名［申込不要］ 

作品の世界を楽しめ、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。 

【申込・問合せ先】 法テラス福井 

［事前電話申込制／０５０-３３８３-５４７５ 

（受付時間：９：００～１７:００）］ 

植物図鑑や夏の植物の本、自由研究のア

イデアを紹介した本。〔一部、館内閲覧用〕 

低学年・中学年・高学年向けの本、全国学校

図書館協議会選定課題図書（過去１０年間）。  

７／１３○金～８／２９○水  

白川文字学入門シリーズ 

｢  (さい)について｣ 

６／２９○金～８／２９○水  
アウトドア・冷たい食べ物や、浴衣など涼を

感じる衣服、金魚や団扇など涼を感じさ

せる動植物・小物などに関する本と、ミス

テリー小説などを特集。 
。 

白川静博士による「  （さい）」の発見に

関連する漢字の成り立ちのパネル解説

と、難読漢字クイズ。クイズ参加者に記

念グッズプレゼント♪ 

６／２９○金～８／２９○水  

７／１３○金～９／１２○水  
県立図書館所蔵の福井に関するＤＶＤ

（電子資料）から、伝統芸能や祭事・民話、

歴史、人物などの映像上映と関連本の特集。 

 

６／２９○金～７／２４○火  
作家や歴史上の人物の手紙、戦場からの手

紙、ラブレターなど様々な手紙の本、手紙が

登場する小説、手紙の書き方の本などの特集。

一筆啓上賞受賞作品集や関連パネルも展示。 

 

６／２９○金～８／２２○水  
さっと美しい文字で手紙を書く参考となるよ

う、毛筆、硬筆、ペン字、書道などに関する

本や、手紙の書き方の本を紹介。 

 

｢ﾜｰｷﾝｸﾞﾏｻﾞｰに贈る本｣ｺｰﾅｰ 

｢美文字になりたい！／手紙の書き方｣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏休み期間中は月曜日も開館します(午前９時～午後６時)。なお、火～金曜日は午後７時までです。 

7 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 

 
8 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

 

・ ・ ・ 1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14 

 

5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 

 

12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28 

 

19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31 ・ ・ ・ ・ 

 

26 27 28 29 30 31 ・ 

   ＊   色のついた日は休館日です。 
＊7月1６日（月・海の日）・8月11日（土・山の日）・12日（日）は開館します（午前9時～午後6時）。 
土・日・祝日も午前９時～午後６時です。 

＊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  

 

          ７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≫ 

◆かがくえほんの会◆ 

７月７日（土）  

（対象：３歳以上）                 

おひざでだっこの会 絵本・わらべうた編 

８月２２日（水） 

10:00～（０歳児）、11:00～（０～２歳児） 

要申込

７月２２日（日）～受付 

＠研修室 

７／１０○火  13：30～16：30 

 

女性創業セミナー｢ｳｪﾌﾞﾗｲﾀｰから

学ぶ『売り上げｱｯﾌﾟの文章術』｣ 

関連特集 

｢販売促進に役立つ文章術の本｣ 

～７／１１○水  

◆ビジネス支援コーナー 

 

 

｢平成２９年度に新しく入った
ビジネスに関する本｣ 

関連特集 

＠いきいきライフ応援コーナー 

｢あたまイキイキ！音読しませんか｣ 
 

６／２２○金～７／１８○水  

シニアいきいきセミナー 

［申込不要］  ＠エントランスホール 

無料法律相談会 

７／２０○金  14：00～16：00 

７／１１○水  13：00～16：00 

 

無料健康相談会 

｢まちの保健室 in県立図書館｣ 

＠研修室 

｢調べ学習コーナー｣ 

｢本とであう夏～小学生におすすめの本｣ 

子ども室特集コーナー 

一般特集コーナー 

｢暑い夏を楽しみながら涼を感じる｣ 

｢やっぱり夏は怪談｣ 

所蔵資料展｢ふくいのＤＶＤ｣ 

＠子ども室 

＠白川文字学の室 

＠閲覧室 


