
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 

～５／６○月 ・○振  9:00～17:00 

うろこ型用紙に古代文字などを書いて台紙

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 

＠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ています！ 

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を特集中。 ＠閲覧室 

５／１１○土  14:00～15:00 

独特の美しい音色を奏でるマンドリンによる、

幅広い年代の方が楽しめる演奏会♪ 

【演奏】 かのん       ＠多目的ホール 

【対象】子どもから大人までどなたでも 

～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ていません） 

【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 

５／１○水･○祝  10：00～11：15 

新元号「令和」の引用元となった『万葉集』「梅花の 
歌（序）」を、「令和」の始まりの日に、読んで、書いて、 
味わってみませんか。 
①音読（１５分） 「梅花の歌（序）」を参加者全員で一緒に声
に出して読みます。 ②筆ペン（６０分）「梅花の歌（序）」の一
部を越前和紙に筆ペンでなぞり書きします。 

【筆ペン講師】小谷寛幸（生涯学習・文化財課職員） 

【対象】一般 ２５名 

＠研修室 

５／２２○水  10:00～11:00 ＠研修室 

【講師】図書館職員 【対象】７０歳以上 １５名［当日受付］ 

◆シニアいきいきセミナー 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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  

【期間】 
 ５／１２（日）まで 

 

◆しあわせこいのぼり 

～５／２２○水 

◆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 

◆春の３館スタンプラリー 

～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 

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

～５／１６○木  

〔こどもの読書週間：４／２３（火）～５／１２（日）〕 

５／４○土・○祝  10:30～11:10 

図書館の書庫や文書館くんじょう室などの
未公開ゾーン（バックヤード）、ふるさと文学 

館を見学！  ✔ 子ども室カウンター集合 

【対象】小学生（１～２年生は保護者同伴）１０組 

◆としょかん探検隊 

申込受付中 
参加記念 
グッズ進呈 ◆ライブラリーコンサート 

マンドリンアンサンブル 

◆新フレンドリーバス記念クイズラリー 

～５／１２○日  9:00～17:00 

参加記念 
グッズ進呈 

◆福井ウィキペディアタウン２０１９ 

＠［午前］福井城跡周辺（まち歩き）、福井市立桜木図書館・ 

福井市立郷土歴史博物館 ［午後］福井市立桜木図書館 

５／２５○土  10:00～17:30 
［集合時刻･場所／ ９：55 アオッサ４階］ 

福井城跡の周辺スポットを巡り、図書館の資料で調べ、ウィキ
ペディアに記事を書いて、地域の魅力を発信します！ 
［終了後、交流会を予定］ 

【対象】一般２０名（まち歩きしやすい服装でご参加ください） 

【講師】日下 九八氏（Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ 日本語版管理者） 
藤川 明宏氏（福井市教育委員会事務局文化財保護課） 

【持ち物】ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（Wi‐Fiあり）・ﾃﾞｼﾞｶﾒ（なくても可）、筆記用具 

【申込方法】必要事項を記入の上、メールでお申し込みください。 

【主催・申込先】福井市立桜木図書館、県立図書館 

✪詳しくは、福井市立桜木図書館および当館ホームページや 
申込チラシをご覧ください。 

申込受付中 
定員になり 
次第締切 

要申込 ◆あたまイキイキ音読教室スペシャル 

 筆ペンでなぞる万葉集～新元号｢令和｣の巻～ 

飲み物持参 

あたまイキイキ音読教室 

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 



◆えほんとおはなし会◆ 

５月１１日（土）、２５日（土） 

（対象：４歳以上） 

 

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／０５０-３３８３-５４７５ 

（受付時間：９：００～１７:００）］ 

小学校での読み聞かせなど、はじめて
の読み聞かせをサポートするために、長
年子どもたちに支持されてきたロングセ
ラーを中心に、創作、昔ばなし、知識の
絵本や、読み聞かせのガイドブックなど
を特集。 

過去３年分の、本屋大賞・発掘部門・

翻訳小説部門・ノンフィクション部門

（昨年１１月新設）の第１位の本とその

受賞作家の本、発掘部門を除くノミネ

ート作品を特集。 

ゴールデンウィークの帰省や母の日・父の

日、６月の結婚式シーズンなど贈り物をす

る機会がある時季にあわせ、さりげなく素

敵な贈り物ができる参考となる本を特集。 

◆かがくえほんの会◆ 

５月 ４日（土・祝） 

（対象：３歳以上） 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

５月１８日（土） 

（対象：３歳以上） 

 

＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた  【講師】図書館職員 

  ６月１２日（水）、 ６月２６日（水）                  

10：00～10：30（０歳児）、 

11：00～11：30（０～２歳児）  

      ＠おはなしの部屋 

◆無料健康相談会 

まちの保健室 in 県立図書館 

５／８○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。 

［当日受付］   ＠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 

明治から令和までの五つの元号の出典文
献を松平文庫の中から展示。また、松平
春嶽が明治の元号採用に関与していたこ
とや、元号に初めて「令」の文字が使われ
る可能性があった「令徳」の不採用に関与
していたことを示す資料についても紹介。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 
 

６ 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 

・ ・ ・ 1 2 3 4 
 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 

5 6 7 8 9 10 11 
 

2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18 
 

9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25 
 

16 17 18 19 20 21 22 

26 27 28 29 30 31 ・ 
 

23 24 25 26 27 28 29 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
 

30 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

＊   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。 

＊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≫ 

◆無料法律相談会 

５／１６○木  14：00～16：00 

＠研修室 

◆子ども室特集コーナー 

｢はじめての読み聞かせ～集団の子ども
たちへの読み聞かせにおすすめの絵本～｣ 

◆一般特集コーナー 

｢本屋大賞作家を読もう｣ 

５／１○水～５／３０○木  

◆｢ワーキングマザーに贈る本｣コーナー 

｢上手に贈り物をするには？｣ 

要申込 ✔  申込受付は１ヶ月前～ 

要申込 

５／１１○土～６／３０○日  ４／２６○金～６／２６○水  

◆松平文庫テーマ展 

｢明治・大正・昭和・平成・令和 
その出典をたどる｣ 

４／２３○火～６／２６○水  

＠閲覧室入口 

＠子ども室 

✪ 一般特集コーナー   ｢平成ヒストリー～ベストセラーから３０年を振り返る～｣ 〔～５／６（月・振）〕 

✪ 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～｣ 〔～５／９（木）〕 
✪ビジネス支援コーナー ｢ビジネス書で平成を振りかえる｣ 〔～５／１２（日）〕 

✪ティーンズコーナー   ｢今だから、心に響いてくる 読んでみたい 絵本｣ 〔～５／２２（水）〕 

✪企画展示      ｢幸福度ランキング１位 ふくいのヒミツ｣ 〔～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｣ 〔～６／２６（水）〕 

 


