
 

１．団体貸出 

１．団体貸出 

県立図書館の本は、小学校、中学校、高等学校等の団体で借りることができます。 

（１）利用方法・条件 

種類 
市町図書館等 

貸出文庫 
特別館外貸出 かたらい文庫 

内容 

絵本、読み物、 

総合学習用図書な

ど団体貸出専用の

約３万冊 

子ども室、一般資

料コーナー、郷土

資料コーナー等の

図書 

一斉読書用の物語

など１タイトル 

１０～１５冊の図

書セット 

貸出対象 小・中学校 小・中学校、高校 中学校、高校 

貸出期間 ３ヵ月以内 １ヵ月以内 １ヵ月以内 

貸出冊数 ５００冊以内 制限なし 
１～２セット 

(15～10冊／セット） 

貸出申込書 
要 

（様式１） 

要 

(様式２※要公印) 

要 

（様式３） 

選

書

方

法 

直接来館（※1） ○ 

○ 

（県図ＨＰの「蔵書検

索」で事前検索可） 

○ 

ﾈｯﾄ予約（※2） ○ × ○ 

事前準備（※3） ○（様式４） ○（様式４） ○ 

 

  ※１ 直接来館し、書棚から図書を選んで借りる。 

※２ 「学校図書館メニュー」から検索し予約して借りる。利用には事前登録（メ

ールアドレス、パスワード等）が必要です。ご予約の図書がご用意できて

から、取置き期間は２週間です。 

※３ 米に関する本、新美南吉の本、読み聞かせの絵本など、調べ学習等に利用

したいテーマに関する本を当館職員が準備したものを借りる。ご依頼から

貸出までに 1週間程度かかります。電話、または「団体貸出依頼票」（様

式４）をファックス、メールしてください。 

 

（２）貸出方法 

１）直接来館して借りる。閉館３０分前までには、貸出手続きしてください。 

２）小・中学校（福井市・小浜市を除く）については、最寄りの市町立図書館

での受取りもできます。依頼の際に受取館名をお伝えください。 

Ⅰ 福井県立図書館 
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３）高校、特別支援学校（福井市、小浜市を除く）については直送します。 

４）福井市内、小浜市内の学校については、直接、県立図書館または若狭図書

学習センターに来館ください。 

 

（３）申込方法 

以下のお問い合わせ先にお申し込みください。 

①特別館外貸出および市町図書館等貸出文庫、貸出方法に関する事項 

図書館 団体貸出担当 

電話：0776-33-8860 FAX：0776-33-8861 

メール：tosyokan@pref.fukui.lg.jp 

 

②かたらい文庫に関する事項 

図書館 かたらい文庫担当 

電話：0776-33-8860 FAX：0776-33-8861 

メール：tosyokan@pref.fukui.lg.jp 

 

２．児童・生徒の図書館等訪問 

児童・生徒に図書館・白川文字学の室・文書館・ふるさと文学館を身近に感じても

らい、本に親しんでもらえるよう、施設見学など様々なプログラムを行っています。 

なお、プログラムについては、学校側の都合に合わせて、以下のサービスを組み合

わせるなど、自由に設定できますので、気軽にご相談ください。 

 

（１）施設見学 

施設見学を実施。施設概要、図書館利用上のマナーを説明し、閲覧室やカウンタ

ー、普段見ることのできないカウンター奥のワークルームや書庫のほか、白川文字

学の室、文書館展示室、燻蒸室やふるさと文学館展示室を案内します。 

 

（２）おはなし会 

職員による年齢に合せた絵本や物語の読み聞かせやストーリーテリングを実施。 

・ストーリーテリング･･･本を持たずに暗唱した昔話や短い創作物語を子どもた

ちに語って聞かせること。 

 

（３）活動「図書館たんていだん」 

子ども室の地図の作成と、その地図を使ってレシートを見て楽しみながら本を探

すことにより、図書館での本の並び方の基本を学びます。 

 

（４）小学生のための図書館活用講座（４・５・６年対象） 
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本を使った調べ方、図書館の本の並び方などを知って、図書館の便利な利用の仕

方を学びます。 

 

（５）小学生のためのよみきかせ講座（５・６年対象） 

幼児や低学年の子どもたちに対する読み聞かせの方法を学びます。本の選び方や、

絵本の持ち方、読み方の話と、数名の児童による実践を行います。 

 

（６）申込方法 

事前に申込みが必要です。日程調整などのため、実施日の１ヵ月前までに、以下

のお問い合わせ先までご連絡ください。 

お問い合わせ先 図書館 施設見学担当 

電話：0776-33-8860  FAX：0776-33-8861 

メール：tosyokan@pref.fukui.lg.jp 

 

３．職場体験・インターンシップの受入れ 

県立図書館では、図書館のことをよく知ってもらうため、図書館の仕事に興味があ

り、将来、図書館で働きたいと考えている中学生・高校生を対象に職場体験・インタ

ーンシップを受け入れています。 

 

（１）研修内容 

①図書館の活用方法 

本の並び方や探し方のほか、図書館を利用するうえで必要なマナーを知って

もらいます。 

②貸出・返却の実践 

パソコンの操作方法、利用者への接遇方法を学んだ後、実際に職員とともに

カウンターに立ち、貸出、返却を実践します。 

③本の装備と配架 

新刊本の装備や書架配架を体験します。 

④本の整理 

本の書架への戻し、書架整頓、予約本の回収など、簡単そうに見えて意外と

根気と注意力が必要な作業を実施します。 

⑤展示の準備 

本の展示に必要なＰＯＰや飾りなどを作成します。 

 

（２）申込方法 

事前に申込みが必要です。日程調整などのため、実施日の２ヵ月前までに、以下

のお問い合わせ先までご連絡ください。 
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お問い合わせ先 図書館 体験学習・インターンシップ担当 

電話：0776-33-8860  FAX：0776-33-8861 

メール：tosyokan@pref.fukui.lg.jp 

 

（３）実践例 

 午前 午後 

１
日
目 

・オリエンテーション 

・本の並び方と探し方、取扱い方法

の説明 

・接遇、貸返カウンター業務説明 

・貸返カウンター練習、補助 

・郷土資料受入、一般資料の装備 

・書架整理、返却本の棚戻し 

・ミーティング 

２
日
目 

・開館準備 

・貸返カウンター実践 

・団体貸出等の配送補助 

・予約本の回収 

・郷土資料整理 

・書庫資料の移動 

・書架整理、返却本の棚戻し 

・ミーティング 

３
日
目 

・開館準備 

・新刊図書・雑誌の配架 

・貸返カウンター実践 

・展示用ＰＯＰ作成、展示補助 

・貸返カウンター実践 

・書架整理、返却本の棚戻し 

 

４．職員による講座の実施 

（１）教職員・保護者向け 

教職員や保護者、ボランティア向けに読み聞かせ等の講座を実施しています。職

員の派遣についてはご相談ください。 

【実施例】雄島コミュニティセンター短期講座「読み聞かせ教室」 親子２０名 

勝山市平泉寺小学校ボランティア ８名(内容:読み聞かせに関する講座） 

 

○申込方法 

担当までお問い合わせください。 

お問い合わせ先 図書館 子ども室担当 

電話：0776-33-8860  FAX：0776-33-8861 

メール：tosyokan@pref.fukui.lg.jp 

 

（２）小・中学生向け 

小・中学生の読書支援のために職員を学校へ派遣します。県立図書館職員が市町

立図書館職員とともに学校を訪問し、ブックトークや読み聞かせ等を実施します。 

 

○申込方法 

  最寄りの市町立図書館にご相談ください。日程調整等が必要なため、実施

日の２ヵ月前までにご連絡ください。 
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１．見学 

白川静博士が幼いころ読んだ文庫や若い頃に勉強した漢籍のほか、直筆原稿、古

代文字を研究するのに用いた甲骨や青銅器の複製を見ることができます。 

また、白川博士が研究の基礎として行った古代文字のトレースなど、地道で息の

長い作業に使われた、ノートやカードを展示するとともに、実際にトレースを体験

できるコーナーを設けています。 

 

２．資料の貸出 

（１）パネル・ポスターの貸出 

これまで白川文字学の室で特集として展示したパネルやポスターを団体向けに

貸出しています。 

「特別館外利用申込書」⇒様式２ 

（展示パネル・ポスターリスト： 

http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?action=common_download_main

&upload_id=11057） 

 

（２）ＤＶＤの貸出 

教育的または文化的目的で「文字講話」（全２４巻）のＤＶＤを貸出しています。 

「特別館外利用申込書」⇒様式２ 

 

（３）申込方法 

事前に申込みが必要です。以下のお問い合わせ先までお申し込みください。 

 

お問い合わせ先 図書館 白川文字学の室担当 

電話：0776-33-8860  FAX：0776-33-8861 

メール：tosyokan@pref.fukui.lg.jp 

  

Ⅱ 白川文字学の室（へや） 
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１．「地域の歴史の調べ方・資料の探し方」講座 

「住んでいる地域について調べたい」「調べていることに関連する資料や写真は

ないか」など、福井の歴史、資料の調べ方・探し方講座を開催したり、職員が学校

へ出向き、出前講座を実施したりします。 

 

２．デジタル歴史情報 

県文書館ホームページの「デジタル歴史情報」には、『福井県史』通史編や『図

説福井県史』の全文を掲載しており、フリーワード検索から福井の歴史について知

りたい情報を探すことができます。 

（デジタル歴史情報：http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?page_id=147） 

 

３．学校向けアーカイブズガイド 

教育機関向けに社会科（地歴公民科）の教材として活用できる福井の資料を紹介

しています。資料の解説シートや画像データ、古文書資料を活字に修正したものな

どがダウンロードできます。 

(学校向けアーカイブズガイド： 

http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?page_id=912) 
 

４．資料の貸出 

複製シート・展示パネルを授業や学校行事などでご活用いただけるよう貸出して

います。地図や双六等を複製したシートや展示で使用したパネルを用意しています。 

(複製シート一覧：

http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?action=common_download_main&up

load_id=11382) 

(展示パネル一覧：http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?page_id=592) 

○申込方法 

事前に申込みが必要です。下記のお問い合わせ先までお申し込みください。 

 

５．職場体験の受入れ 

県文書館では、文書館のことをよく知ってもらうため、歴史や古文書に興味があり、

将来、文書館で働きたいと考えている中学生を対象に職場体験を受け入れています。 
 

【お問い合わせ先】 文書館 学校支援担当 

電話：0776-33-8890 FAX：0776-33-8891 

メール：bunshokan＠pref.fukui.lg.jp  

Ⅲ 福井県文書館 
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１．見学 

『ふるさと福井の先人１００人』でも取り上げられている福井ゆかりの作家や、

福井を描いた文学作品を常時紹介しています。このほか、季節ごとの大型企画展や

テーマを決めた特集展示を開催しています。 

 

２．出前教室 

（１）オーサー・トーク 

人気作家が、県内高校を訪問し、自身の高校時代の話や読書体験、作品の裏話

や創作活動、若い世代へのメッセージ等について語る講演会です。 

この企画は、毎年、各高校に希望調査を実施し、その結果をもとに、講師、実

施校を決定しています。 

 

（２）出前文芸創作教室 

県内文学関係者を中学校、高校に派遣し、生徒を対象に創作の基本技術を指導

し、実作してもらいます。 

この企画は、毎年、中学校および高校に希望調査を実施し、その結果をもとに、

講師、実施校を決定します。 

 

３．ふるさと風花文庫 

若手作家による現代小説、芥川賞受賞作など５つの分野の本１１０冊をセットに

し、高校の図書館等に貸出します。 

なお、貸出期間は６ヵ月以内、貸出数は１校（団体）につき１セットです。 

（参考）「ふるさと風花文庫」図書一覧 ⇒ｐ４９ 

○申込方法 

下記のお問合せ先まで「利用申込書」を提出してください。 

「ふるさと風花文庫利用申込書」⇒様式５ 

 

４．ギャラリー 

ふるさと文学館の図書ゾーン(ふるさと文学の小路)において、児童・生徒の作品

(絵画､俳句･短歌などの創作作品)を展示し、来館者に見ていただくことができます。 

 

【お問い合わせ先】 ふるさと文学館 

電話：0776-33-8866  FAX：0776-33-8861 

メール：bungakukan@pref.fukui.lg.jp  

Ⅳ 福井県ふるさと文学館 
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児童・生徒に３館を身近に感じてもらうため、施設見学など様々なプログラムを用意

するほか、会議や研修会、学校・学級の授業成果報告等の発表の場として、多目的ホ

ール、研修室などを貸し出しますので、ご活用ください。 

 

１．来館サービス 
（１）施設見学 

施設見学を実施。施設概要、図書館利用上のマナーを説明し、閲覧室やカウンタ

ー、普段見ることのできないカウンター奥のワークルームや書庫のほか、白川文字

学の室、文書館展示室、燻蒸室やふるさと文学館展示室を案内します。 

 

（２）おはなし会 

職員による年齢に合せた絵本や物語の読み聞かせやストーリーテリングを実施。 

・ストーリーテリング･･･本を持たずに暗唱した昔話や短い創作物語を子どもた

ちに語って聞かせること。 

 

（３）活動「図書館たんていだん」 

図書館での本の並び方の基本を知ってもらいます。子ども室の地図を作成し、そ

の地図と本のレシートで該当の本を探します。 

 

（４）小学生のための図書館活用講座（４・５・６年対象） 

本を使った調べ方、図書館の本の並び方などを知って、図書館の便利な利用の仕

方を体験してもらいます。 

 

（５）小学生のためのよみきかせ講座（５・６年対象） 

幼児や低学年の子どもたちに対する読み聞かせの方法を学びます。本の選び方や、

絵本の持ち方、読み方の話と、数名の児童による実践を行います。 

 

（６）文書館「地域の歴史の調べ方・資料の探し方」講座 

「住んでいる地域について調べたい」「調べていることに関連する資料や写真は

ないか」など、福井の歴史、資料の調べ方・探し方講座を開催したり、職員が学校

へ出向き、出前講座を実施したりします。 

 

（７）申込方法 

事前に申込みが必要です。以下の各施設担当までお申し込みください。日程調整

などのため、実施日の１ヵ月前までにはご連絡ください。 

お問い合わせ先 図書館 施設見学担当 

電話：0776-33-8860  FAX：0776-33-8861 

メール：tosyokan@pref.fukui.lg.jp 

Ⅴ 施設（図書館・文書館・ふるさと文学館）利用 
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文書館 施設見学担当 

電話：0776-33-8890 FAX：0776-33-8891 

メール：bunshokan＠pref.fukui.lg.jp 

 

ふるさと文学館 施設見学担当 

電話：0776-33-8866  FAX：0776-33-8861 

メール：bungakukan@pref.fukui.lg.jp 

 

２．施設の貸出 

（１）多目的ホール 

収容人数は最大２００名です。プロジェクター、音響等の設備を完備しています。 

「福井県立図書館施設等使用申請書」⇒様式６ 

 

（２）研修室 

収容人数は４０名です。プロジェクター、音響等の設備を完備しています。 

「福井県文書館使用承認申請書」⇒様式７ 

 

（３）エントランスホール 

無料で貸出します。 付帯設備：有孔ボード１０枚、長机３台 

「県有財産使用許可申請書」⇒様式８ 

 

（４）施設使用料および免除・減免措置 

県または県の関連機関が主催する事業については使用料の免除措置、教育関係団

体については減免措置を受けられますので、下記の担当までお問い合わせください。 

 

（５）申込方法 

多目的ホール、研修室は利用したい日の６ヵ月前の１日から、エントランスホー

ルは３ヵ月前の１日から予約できます。 

利用希望の方は、予約したうえで各種「申請書」に必要事項を記入し、利用予定

日の２ヵ月前から２日前までに、以下のお問合せ先までお申し込みください。 

なお、多目的ホールの空き情報は、「ふくｅ－ねっと」から確認できます。 

 

お問い合わせ先 図書館 施設使用担当 

電話：0776-33-8860  FAX：0776-33-8861 

メール：tosyokan@pref.fukui.lg.jp 
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３．その他 

（１）駐車場 

約４００台が収容可能です。大型バスでの来館の際には、駐車スペースの確

保のため、事前にご連絡ください。 

 

（２）フレンドリーバス 

県立図書館と福井駅東口を結ぶ、無料のシャトルバス（フレンドリーバス）

が３０分間隔で運行しています。 

時刻表、停留所等の詳細については、県立図書館ホームページをご覧くださ

い。 

（フレンドリーバス URL： 

http://www.library-archives.pref.fukui.jp/index.php?page_id=853） 

  

-10-

http://www.library-archives.pref.fukui.jp/index.php?page_id=853



