
詩や童謡を創作し、日本人で初めて国際

アンデルセン賞作家賞を受賞するなど大き

な業績を残した詩人 まど・みちおの著作や

関連資料約１５０点を特集。 ＠閲覧室 

４／２１○日  14：00～16：00 

絵本が誕生するまでのヒミツや、まど・みち

おさんの晩年を編集者としてみつめたエピ

ソードなどのお話。 

【講師】松田素子氏（編集者・作家） 

【対象】一般（中学生以上） ８０名 

＠多目的ホール 

４／２９○月･○祝  14：00～15：30 

腹式呼吸など朗読の基本を学び、声に出

して、まど・みちおさんの詩を味わいます。 

【講師】梅田悦世氏 
（日本朗読検定協会プロフェッサー） 

【対象】一般（中学生以上） １５名 
［4／6○土から申込受付開始］ 

＠研修室 

４／２○火～５／６○月･○振  9：00～17：00 

フレンドリーバスでつなぐ施設やバスに関するクロス

ワードクイズに答えよう！（従来のバスには設置しま

せん） 

【出題場所】県立図書館（貸出返却カウンター、白川 

文字学の室）、こども歴史文化館［白川静漢字ワー

ルド(３階)］、新フレンドリーバス内   計４か所 

【対象】小学生とその保護者 
ｸﾞｯｽﾞ引換場所：県立図書館 白川文字学の室受付、

こども歴史文化館 １階受付 

新元号発表にちなみ、大化から平成と新元号

を古代文字で紹介。[４／２○火から白川文字

学の室で新元号しおり(古代文字)を配付（先着

100 名）] 

＠エントランスホール 

４／２７○土  14：00～15：30（仮） 
郷土作家を広く知り、絵本の世界に親し

んでいただけるよう、本県出身の絵本

作家の講演会を開催！[終了後、サイン

会・著書の販売を実施予定] 

【講師】刀根里衣氏（絵本作家、福井県出身） 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 祝
ほおり

 尚子
な お こ

氏（ＮＨＫ出版編集者） 

【対象】一般 ８０名 ＠多目的ホール 

【主催】県立図書館・ふるさと文学館 
(後援：福井新聞社、協賛：株式会社ｼﾞｬｸｴﾂ) 

刀根里衣氏の美しい絵本原画約２０

点を展示。 

＠ふるさと文学館 

ティーンズ世代におすすめの、美しい
絵本、泣ける絵本、笑える絵本、怖い
絵本、心が温まる絵本などを特集。 

友達との関係や友情を描いた絵本・
読み物、友達の存在や関係について
書かれた知識の本を特集。 

子どもたちの健やかな成長を願い、こいのぼ

りを泳がせます。 

＠中庭 

４／１９○金  11：15～11：35 

あさひこども園５歳児の園児の皆さんが、こいの

ぼりの下で童謡「こいのぼり」を元気よく披露し

ます♪うろこ型の用紙に古代文字などを書い

て飾りつけたこいのぼりパネルもぜひご覧くだ

さい。 【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 

＠中庭・エントランスホール 

４／１９○金～５／６○月･○振  9:00～17:00 

お好きな漢字の古代文字などをうろこ型用紙

に書いてこいのぼりの台紙に貼り、こいのぼりパ

ネルを作ろう！ 【対象】子どもから大人まで 

【主催】県立図書館・生涯学習・文化財課 

＠白川文字学の室・エントランスホール 

図書館、文書館、ふるさと文学館を見
て回って、スタンプを８個集めよう！ 

古代文字や低学年から親子でチャレンジ
できる漢字のクイズを一堂に集めます！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

まど・みちおさん 
（写真提供：周南市美術博物館） 

◆｢元号２４８～大化から新元号まで～｣ 

◆ティーンズコーナー 

福井県 図書館 

≪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-mail: tosyokan@pref.fukui.lg.jp 

こどもの読書週間期間中は 
貸出冊数が 

１０冊 ⇒ １５冊 になります 

〔４／２３（火）～５／１２（日）〕 
 

◆資料特集｢没後５年｢ぞうさん｣の 
         詩人 まど・みちおの世界｣ 

４／１３○土～５／１６○木  

 

 
◆講座 絵本を編集すること  
そして１０４の年輪をもつ人 
まど・みちおさんのこと 要申込 

◆講座 朗読でリフレッシュ！ 
まど・みちおの詩を読もう 

要申込 

◆新フレンドリーバス記念 
クイズラリー 

関連展示 

３／２８○木～４／７○日  

◆刀根
と ね

里衣
さ と え

氏トークショー 
｢絵本ができるまで｣（仮） 

要申込 

◆｢刀根里衣原画展｣ 

関連展示 

４／２６○金～５／２６○日  

｢今だから、心に響いてくる 
読んでみたい 絵本｣ 

４／２○火～５／２２○水  

◆子ども室特集コーナー 

｢ともだちの本 
～ともだちたくさんできるかな～｣ 

４／６○土～５／９○木  

◆しあわせこいのぼり 

◆うたおう！飾ろう！こいのぼり 
～園児たちによる歌と古代文字の発表会～ 

４／１９○金～５／２２○水 

関連行事 

◆大きくはばたけ！ 
古代文字こいのぼりをつくろう！ 

【対象】小学生以下 

グッズ引換場所：白川文字学の室 受付 

◆春の３館スタンプラリー 

４／２７○土～５／１２○日 9:00～17:00 

◆親子でﾁｬﾚﾝｼﾞ！古代文字ｸｲｽﾞ 
 

＠白川文字学の室 

ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ・古代文字ｸｲｽﾞともに 
参加記念グッズ進呈 

４／２７○土～５／１２○日 9:00～17:00 

ｸｲｽﾞの正解者に参加記念ｸﾞｯｽﾞ進呈 

関連行事 



◆小学生のための 

春のおはなし会◆ 

４月７日（日） 11:00～11:40 

（対象：小学生以上） 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

４月６日（土）、２０日（土） 

（対象：３歳以上） 

◆えほんとおはなし会◆ 

４月１３日（土）、２７日（土） 

（対象：４歳以上） 

 

＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた  ５月８日（水）       ＠おはなしの部屋 

10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（０～２歳児）        

 ◆ベビーマッサージ体験と産後の骨盤ケア      ＠研修室 

 ５月２９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）  

４／３○水［高志高等学校邦楽部］ 
４／４○木［高志中学校弦楽部］ 
いずれも 14:00～15:00 

高校生による優雅な琴と、中学生による
バイオリン、ビオラ、チェロなど弦楽の演
奏会♪         ＠多目的ホール 

【対象】子どもから大人までどなたでも 

４／１７○水  10:00～11:00   

図書館職員と一緒に、文学作品などを

みんなで楽しく音読します。  ＠研修室 

【対象】７０歳以上１５名［当日受付］ 

【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）］ 

県内小学校の国語の教科書（光村図書
出版）の掲載本【貸出用】と、全教科の教
科書【閲覧用】を特集。 

平成時代にどんな本や出来事に関心が持
たれたのかが分かるよう、各年のベストセ
ラーから小説、ノンフィクション、ビジネス等
の分野を特集。 

『全４７都道府県幸福度ランキング２０１８年
版』で本県が３回連続で幸福度日本一にな
ったことから、福井県を１位に導いている指
標などについて、パネルやポスター展示・本
の特集で紹介。 

「祭り」に関する漢字やその元である古代
文字について、白川文字学の視点で成り
立ち等を紹介。本県の主な祭りや展示期
間中の祭りも紹介。 

[難読漢字クイズ参加者に記念グッズ進呈] 

✪展示解説：４／２７○土  １３:３０～１３:４５ 

県内各高等学校が紹介している、新入生に高校入
学までに読んでほしい本を特集。 

世代を超えて親しまれ、テーマも様々で、

教養や知識を得るのに大人にもおすすめな

岩波ジュニア新書を特集。 

世界自閉症啓発デー（４月２日）、発達障害

啓発週間（４月２日～８日）にちなみ、発達

障害についての本を特集。 

平成の３０年間でがらりと変わったビジネス

や経済のあり方について、ビジネス書の中か

ら、一過性で終わってしまったものや現在も

受け継がれているもの、形を変えて存続し

ているものなどを特集し、平成を振りかえり

ます。 
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日 月 火 水 木 金 土 
 

５ 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 

・ 1 2 3 4 5 6 
 

・ ・ ・ 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 12 13 
 

5 6 7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 19 20 
 

12 13 14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 26 27 
 

19 20 21 22 23 24 25 

28 29 30 ・ ・ ・ ・ 
 

26 27 28 29 30 31 ・ 

＊   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。 

＊４月２９日（月･昭和の日）・３０日（火･国民の休日）・５月１日（水･即位の日）・２日（木･国民の休日）・３日（金･憲法記念日）・ 

５月4日（土･みどりの日）・5日（日･こどもの日）・６日（月･振替休日）は開館します。（午前9 時～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  

 

           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≫ 

要申込 

要申込 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

◆ライブラリーコンサート 

高志高校邦楽部＆ 
高志中学校弦楽部 演奏会 

飲み物 
持参 あたまイキイキ音読教室 

◆無料法律相談会 

４／１８○木  14：00～16：00 

＠研修室 

要申込 

◆子ども室特集コーナー 

｢小学校の国語の教科書にのって 
いる本～入学・進級おめでとう～｣ 

～４／２４○水  

◆一般特集コーナー｢平成ヒストリー 
～ﾍﾞｽﾄｾﾗｰから３０年を振り返る～｣ 

４／２○火～５／６○月･○振  

◆企画展示 ｢幸福度ランキング１位 
ふくいのヒミツ｣ 

４／１９○金～６／２６○水  

◆「発見！白川文字学」シリーズ１ 

 ｢白川文字学における祭り｣ 

４／２０○土～６／２６○水  

＠閲覧室 

＠白川文字学の室 

◆本の特集｢県内各高等学校が選んだ、新入生に読んで 
欲しい本｣ 

～４／１４○日  

◆｢ﾜｰｷﾝｸﾞﾏｻﾞｰに贈る本｣ｺｰﾅｰ  

｢親こそ読みたい 岩波ジュニア新書｣ 

～４／２４○水  

◆医療健康コーナー ｢発達障害特集｣ 

４／２○火～４／２４○水  

◆ビジネス支援コーナー 

｢ビジネス書で平成を振りかえる｣ 

４／２○火～５／１２○日  

◆シニアいきいきセミナー 


