
百科事典などを使った調べもののクイズラリー

に挑戦しよう！ 【対象】小学生 

［１～３年生］ ７／２３○火  

［４～６年生］ ７／２５○木  

長編絵本や物語などのよみきかせ。 

【対象】各回２０名 

✪各回とも違う内容です 

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 

【対象】小学生以下（保護者同伴可） 

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) 

［第１部］ 科学の本っておもしろい 
～子どもと楽しむ絵本と科学あそび～ 

10:30～11:30 
【対象】科学絵本に興味のある大人 ４０名 

［第２部］ 音であそぼう！ 
～えほんとらくちんこうさく～ 

13:15～13:45  ✪当日受付 
【対象】幼児から大人まで 

［第３部］ 結晶って○○でしょう 
～結晶をそだてよう～ 

14:00～15:30 【対象】小学生２０名 

 
夏休み期間に向けて 

閲覧席を増設しています 

 ６／２８○金～８／２１○水  

図書館、文書館、ふるさと文学館の探検。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） １０組 

７／２１○日、７／２６○金  

［ﾐｯｼｮﾝ１］ 本の並び方、探し方、本のしくみ、 
目次･索引の使い方  10:00～10:40 

［ﾐｯｼｮﾝ２］ 百科事典の使い方 11:00～11:40 

【対象】小学３年生以上 各回１０名 

✪２日とも同じ内容のワークショップ 

としょかん探検隊 

古代文字 de 缶バッチづくり 

好きな古代文字を書いてオリジナル缶バッ

チを作ろう！【対象】小学生親子  各回５組 

７／２０○土～８／２６○月  ［開館時間中］ 

ナツシルミッション 

調べものクイズにチャレンジ！ 

７／２０○土～８／２６○月 ［開館時間中］ 

ナツヨミミッション 

読書クイズにチャレンジ！ 

物語などの内容についてのクイズラ

リー。 【対象】小学生 

ﾅﾂﾖﾐ 耳で読みきるものがたりの会 
読書感想文の本にもどうぞ！ 

おはなし会・わらべうた 

どちらも 
10:30～11:10、 
11:20～12:00 

親子でわらべうたと絵本をたのしもう 

７／２８○日  11：00～11：40 

【講師】がっちゃん  

【対象】３歳から小学校低学年までの 
子どもとその保護者 １５組 

小学生のための夏のおはなし会 

７／２８○日  15：00～15：40  

【対象】小学生２０名 

ちょっとだけこわい話のおはなし会 

８／１１○日  11：00～11：40 
【対象】小学生２０名  ✪当日受付 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

福井県 図書館 

≪図書館の夏休みイベントは ７／１２○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  

夏休みイベントは 

すべて参加無料 

７／２０○土～９／１○日 9：00～17：00 

としょかんスタンプラリー 

８／１１○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） 

８／１１○日 10：00～ 

 県産材を使って、イスを作ろう！ 

【協力】県木材青壮年会  

【対象】親子２０組 ✪当日受付（先着順） 

科学あそび講座 

 【講師】坂口 美佳子氏(科学読物研究会) 

実験や工作を楽しもう！科学の本もご紹介。 

８／４○日  

ライブラリーコンサート 

８／３○土  10:30～11:15 

 

夏のうたごえコンサート 
  ～星めぐりと海のメドレー～ 

７／１５○月 ・○祝  13：30～14：30 
女声コーラスによる爽やかな歌声をどうぞ。 
【出演】アンサンブルｍｉｒａｉ 

夏休みファミリーコンサート 

８／２５○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 

ﾅﾂｼﾙ めざせ、としょかん名たんてい   

 

８／１○木  13：30～15：00 

 「なぜ、勉強しなければならないの？」 
をテーマに、自由に語り合おう。 

【講師】西村 高宏氏〔福井大学医学部

（医学教育・倫理学分野）准教授〕、 

近田
こ ん だ

 真美子氏（福井医療大学准教授） 
【対象】小学４年生以上中学生まで １５名 

 こどものための哲学 in としょかん 
～ひとつのｷﾞﾓﾝをみんなで考えよう～ 

８／２４○土  14:00～16:00 

［各回30分×4回］ 
 

１ヶ月前～受付 

＠多目的ホール 
＠子ども室 

＠子ども室 

＠子ども室 

＠おはなしの部屋 

すべて ＠おはなしの部屋 

＠研修室 

✔ 子ども室ｶｳﾝﾀｰ集合 

＠研修室 

＠多目的ホール 

＠中庭 

＠白川文字学の室 



 
 

✪｢七夕飾りの 

展示｣ 

〔～７／７（日）〕 

◆えほんとおはなし会◆ 

７月１３日（土）、 

  ２７日（土） 

（対象：４歳以上） 

    ◆えほんと 

     かみしばいの会◆ 

  ７月２０日（土） 

  （対象：３歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

おひざでだっこの会 絵本・わらべうた 

８月７日（水）、２１日（水） 
10:00～（０歳児）、11:00～（０～２歳児） 

７／３○水  10：00～11：00 

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 

✪当日受付     ＠研修室 

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 

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）］ 

｢いよいよ夏到来！あなたは、海派？

山派？｣  ７／５○金～９／１○日  

海水浴や登山など、アウトドアについての本

や写真集、海や山に関する小説を特集。 

ティーンズコーナー 

｢いろいろなお仕事｣ 

７／５○金～９／１○日  
｢本とであう夏 
～小学生におすすめの本｣ 

低学年・中学年・高学年ごとに楽しい読

み物を特集。全国学校図書館協議会選

定の過去１０年間の課題図書も紹介。 

｢調べ学習コーナー｣ 

植物図鑑や夏の植物の本、 

自由研究のアイデアを紹介 

した本などを特集。 

 ✪一部、館内閲覧用 
６／２８○金～９／１○日  

世の中にたくさんの仕事がある中で、将

来のことを考えるヒントが見つかるよう

な、様々な職業紹介の本とお仕事小説

を特集。 

ビジネス支援コーナー 

｢仕事に活かすデータ分析｣ 

６／２８○金～８／２１○水  

データ分析の必要性がいわれる中、デー

タ分析で何かできるのか、エクセルを使っ

た方法からビッグデータの解析まで、幅広

く関連本を特集。 
｢ﾜｰｷﾝｸﾞﾏｻﾞｰに贈る本｣ｺｰﾅｰ 

｢育児本！｣ 

６／２８○金～８／２１○水  

何かと迷ったり悩んだりする子育てにつ

いて、ヒントが得られるような子育て本を

特集。 

企画展示｢年縞ってなんだ 

まもなく開館１周年！福井県年縞博物館｣ 

７／１２○金～８／２１○水  
パネル展示や本の特集、ＤＶＤ上映などで

「歴史のものさし」として世界に誇る年縞を紹介。 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

・ ・ ・ ・ 1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13 

 

4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20 

 

11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27 

 

18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31 ・ ・ ・ 

 

25 26 27 28 29 30 31 

   ＊   色のついた日は休館日です。 

＊7月15日（月・海の日）・8月11日（日・山の日）・12日（月・振休）・13日（火）は開館します。 

（土・日・祝日、８月13日（火）は午前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。 
 

           お は な し 会    

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

 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≫ 

◆かがくえほんの会◆ 

７月６日（土）  

（対象：３歳以上）                 
＠おはなしの部屋 

要申込

み 

シニアいきいきセミナー 

あたまイキイキ音読教室 
無料法律相談会 

７／１８○木  14：00～16：00 ７／１０○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 

飲み物持参 

一般特集コーナー 子ども室特集コーナー 

＠子ども室 

＠閲覧室 


