
理化学研究所と編集工学研究所が実施している、書籍を通じて科学者の生き方や考え方、科学のおもしろさや素晴らしさを届けるプロ
ジェクト「科学道１００冊」の２０１９年度版「科学道１００冊２０１９」の中から、当館所蔵の本を特集。 

おすすめ本や課題本について語り合いましょう。 
おすすめ本を１冊お持ちください（ジャンル不問）。 

✪課題本：『コンビニ人間』 

村田紗耶香／著（文芸春秋 201６年） 

【対象】一般６名（学生および、男女ともに参加可） 

【申込・問合せ先】県立図書館 
（お名前とメールアドレスをお知らせください。） 

イギリスの元首相・チャーチルをテーマとした、 
映画上映会と学生によるトークセッション。 

13:10～15:15 映画「ウィンストン・チャーチル」上映 

（15:15～15:25 休憩）        （2017 年製作、125 分） 

 15:25～16:25 学生によるトークセッション「今なぜチャーチルか」 

【対象】一般１００名［当日受付・先着順］ 
【主催】福井大学国際地域学部〔電話：０７７６-２７-９９３６（運営管理課）〕、 

県立図書館 

福井ゆかりの女性や女性文化をテーマに、図書
館資料を調べ、Wikipedia の記事編集を行う初心
者向けの講座。 ✪終了後、交流会を予定 

【講師】Ｍｉｙａ.Ｍ 氏（Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ編集者） 
【対象】一般１５名［定員になり次第締切］ 

【主催】仁愛女子短期大学附属図書館、県立図書館 
（協力：チーム福井ウィキペディアタウン） 

【持ち物】ノートパソコン（Ｗｉ-Ｆｉあり、なくても参加可）、
筆記用具 

✪事前にWikipediaのアカウントを作成ください。 
【申込・問合せ先】県立図書館 
（申込みはメールのみ。詳細はホームページ参照） 

◆大人のための健康診断＆健康相談 

２／２２○土  10:00～15:30  【対象】県民一般 

健康診断・健康相談 

［午前］10:00～12:00（11:30 受付終了） 
［午後］14:00～15:30（15:00 受付終了） 

✪ 内容：広域がん検診（乳がん、大腸がん）、健康相談、血圧測定、

色読み脳年齢測定、立ち上がりテスト、握力測定、脳トレなぞなぞ 

講演会｢フレイルについて｣ 13:00～13:50 
【講師】松田一夫氏（県民健康センター所長、医師） 

生活習慣病に関するパネル展示 ＠多目的ホール 

【主催】公益財団法人福井県健康管理協会・県立図書館 

［がん検診は要事前予約・有料、その他は当日受付・参加無料］ 

【がん検診申込先】（公財）福井県健康管理協会 
（電話：０７７６-９８-８０００、FAX：０７７６-９８-３５０２） 

２／２９○土  14:00～14:40 

幅広い年代の方が楽しめる、
数種類のオカリナによるアンサン
ブル。［申込不要］＠多目的ホール 

【演奏】田賀優及子フルート・ 

オカリナ研究会 

【対象】子どもから 

大人までどなたでも 

子どもから高齢者まで幅広く楽し
める「昔話」をテーマに、新潟、
富山、石川、福井の各地域の魅
力を再発見していただけるよう、
４県の県立図書館所蔵の郷土
資料や、各県司書のおすすめ本
を展示紹介。 

２／７○金～２／１９○水  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                     

福井県 図書館 

≪イベントは、２／２２○土 ｢がん検診｣以外  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-mai l :  tosyokan@pref.fukui . lg . jp  

◆ティーンズコーナー ｢科学道１００冊｣ 

 
１／２４○金～３／２５○水  

関連特集 

関連特集 

男性の参加OK！ 

＠ＷｉＬ（ハピリン２階） 

２／５○水  18:30～19:50 

 

◆ＷｉＬで読書会！～初春～ 

要申込 ２／９○日  13:00～16:25 

 

◆銀幕に 甦
よみがえ

るチャーチル 

＠多目的ホール 

｢チャーチルに迫る｣  
当館所蔵のチャーチルに関する本を特集。 

１／２４○金～２／１１○火 ・○祝  

＠研修室 ２／１１○火・○祝  13:00～17:00 

 

◆福井の女性を世界に発信！ 
～ウィキペディアに記事を書いてみよう～ 

要申込 

◆古代文字ペンダントをつくろう！ 

お好きな古代文字をモチーフに、カラフルなアイロンビーズを並べてアイロンで
固めたら、オリジナルのペンダントトップの完成！ 

【講師】県生涯学習・文化財課職員  
【対象】子どもとその保護者 各回５組［当日受付･先着順］ 

２／１５○土  14:00～16:00（30分×4回） 

＠白川文字学の室 

◆『かがくのとも』ができるまで～かがくえほん編集の現場から～ 

２／１６○日  13:30～15:30 

２０１９年に５０周年を迎えた『かがくのとも』の作り手の立場から、科学絵本の楽
しみ方や、子どもたちへの手渡し方などを大人向けにお話しいただきます。  
【対象】一般（中学生以上） ８０名 

【講師】山形昌也氏（福音館書店 書籍編集部長） 

＠多目的ホール 要申込 

｢『かがくのとも』とかがくえほん｣  
当館所蔵の『かがくのとも』と科学絵本を特集。 ２／１４○金～３／１１○水  

◆ライブラリーコンサート 

   土笛コンサート 
◆｢北陸のむかしばなし 
～北陸４県・県立図書館 

所蔵資料交流展示会～｣  



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］ 

［電話：０５０-３３８３-５４７５ 

（受付は ９：００～１７:００）］ 

◆ふくいのことばでたのしむ 
ふくいの昔ばなし 

福井に伝わる昔話を、福井の

ことば、リズム、イントネーション

での語り（ストーリーテリング）で

お楽しみください。 

【講師】杤
とち

谷
や

洋子氏 

（菜の花文庫主宰） 

【対象】小学生から大人まで 

 ３０名 

◆えほんとおはなし会◆ 

２月８日（土）、２２日（土）、２９日（土） 

（対象：４歳以上） 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

２月１日（土）、１５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 

３月１１日（水） １０：００～（０歳児）、１１：００～（０～２歳児） 

◆ベビーサイン 【対象児】１歳６か月まで 

  【講師】久保田裕美氏（日本ベビーサイン協会認定講師） 

３月２５日（水）   １０：００～１１：００ごろ すべて ＠おはなしの部屋 

◆一般特集コーナー｢おいしい食｣  ～３／１０○火   

◆子ども室特集コーナー｢かみしばいのせかい｣  ～２／１２○水  

◆郷土資料コーナー特集展示｢ふくいの昔話・伝説～北から南から～｣  ～３／２５○水           ＠閲覧室 

◆ビジネス支援コーナー｢待ったなし！事業承継の基礎知識｣  ～２／１９○水  

◆「ワーキングマザーに贈る本」コーナー｢寒い冬、心も体も温まりましょう｣  ～２／１９○水    ＠子ども室 

◆｢発見！白川文字学｣シリーズ４｢白川静博士の講演会を体験！～「食」の世界～｣  ～４／５○日  

＠白川文字学の室 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２ 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 
 

３ 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

 

8 9 10 11 12 13 14 

9 10 11 12 13 14 15 

 

15 16 17 18 19 20 21 

16 17 18 19 20 21 22 

 

22 23 24 25 26 27 28 

23 24 25 26 27 28 29 

 

29 30 31 ・ ・ ・ ・ 

＊   の日は休館日です。2 月 12 日（水）・3 月 21 日（土）は臨時開館します。 

＊開館時間は、平日（火～金）は午前9時～午後7時、土・日・祝日・臨時開館日は午前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（フレンドリーバス）もご利用ください。 

 

 開館日カレンダー  

 

           お は な し 会    

＠研修室 

２／９○日  14:00～15:00 

その他のイベント 

要申込 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

要申込
み 

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
み 

要申込 ◆無料法律相談会  

２／２１○金  14：00～16：00 
２／１９○水  10:00～11:00 

文学作品等を参加者全員で一緒に声に

出して読みます。一緒に楽しみましょう。 

【講師】図書館職員   ＠研修室 

【対象】７０歳以上 先着１５名 

［当日受付･定員になり次第締切、 

飲み物持参］ 

◆シニアいきいきセミナー 

あたまイキイキ音読教室 

開始後は入室できません。 

ご了承ください。 

 

＠研修室 


