
✪掲載のイベントは参加無料です。定員のある場合は先着順、当館ホームページ申込フォームからの申込受付を基本とします。 

✪マスク着用、間隔確保、手洗いの励行など感染拡大防止にご理解、ご協力をお願いします。 

◆郷土資料コーナー企画展示 

福井県郷土誌懇談会（事務局：福井県立図書

館）の郷土文化研究など７０年の活動の紹介

と、機関誌『若越郷土研究』などの刊行資料を

特集。 

◆ナイトライブラリー 

 １１／８○火  19：00～2１：00 ＠閲覧室ほか 

開館時間を延長し、読書や本の貸出（おしゃべ

りＯＫ     ）の他、星空案内人による皆既月食の

観察（雨天中止）、図書館バックヤードツアー＆

ふるさと文学館企画展解説ツアーを開催。秋の

夜長を図書館でお楽しみください。［参加自由］ 

【対象】一般（中学生以下は保護者同伴） 

✪新マスコットキャラクター（裏面参照）の

応募採用者記念品贈呈式もあります。 

（19：00～） 

✪防寒および交通手段は、各自でお願いします。 

（フレンドリーバスは運行していません。） 

✪飲食物の持ち込みは可能ですが、水分補給以外

の飲食はカフェテリア客席でお願いします。

（カフェテリアは営業終了しています。） 

✪時間中の来館者には、貸出返却カウンターで 

特製グッズを進呈します。 

◆連携企画（主催：福井県教育委員会） 

「福井県子どもの本の帯コンクール」 
作品募集 １０／２７○木～１２／２１○水  

［応募場所］ 
①県立図書館子ども室、若狭図書学習センター 
（応募ポストに投函） 

   ②県教育庁生涯学習・文化財課（県庁１１階） 
    （郵送または持参） 

   ③福井県書店商業組合加盟の県内書店 
    （カウンターの店員に手渡し。加盟店については 

店頭でおたずねください） 

対象図書から１冊を選び、自分の絵や言葉で「本の
帯」として表現し、紹介してください。受賞作品は、
後日表彰されるとともに、印刷されて帯として本に
巻かれ、県内の書店に並びます。 

【応募資格】県内の小学校、特別支援学校 
小学部に在籍する児童 

【協賛】福井県書店商業組合 

✪問合せ先：対象図書や応募要件、応募方法など、

詳しくは県教育庁生涯学習・文化財課［同課ホー

ムページ または 電話：0776-20-0559］まで 

県立図書館および若狭図書学習センターの司

書が、おすすめ本を１冊ずつＴｗｉｔｔｅｒで紹介し

ます。ツイートは館内に掲示します。 

◆一般特集コーナー 

１１月の「伝統的工芸品月間」にちなみ、越前漆
器など福井県の伝統的工芸品７品目についての
本や、工芸の歴史、美に関する本を特集。 

◆白川文字学の室展示 

鉄道開通１５０年を記念して、「鉄道」にまつわる漢

字について白川文字学による成り立ちをポスター

展示で紹介。 

◆子ども室特集コーナー 「なりたい！知りたい！いろんな仕事」 「行ってみたい！宇宙」 ～１１／１６○水  

◆ティーンズコーナー  「お仕事小説！」    ～１１／２７○日  

◆ビジネス支援コーナー 「追悼 稲盛和夫」   ～１１／２９○火  

◆ミニ特集 「月・星空に関する本」    ～１１／１６○水  

 

  

  

 

  

 

 

 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

  
 
 
 

 

 

 

 

県立図書館HP 

１０／２８○金～１２／２１○水  

「『若越郷土研究』と福井県 
郷土誌懇談会７０年のあゆみ」 

皆既月食の日です！ 

１０／２８○金～１１／２０○日  

◆ 「司書の推し本」 

作品募集中 

読書週間イベント「秋の庭園  カメラ散歩」
（10/29）で、参加者の皆さんが撮影したベスト
ショットを展示。 １１／１○火～１１／２３○水・○祝  

◆ 「秋の庭園 カメラ散歩」参加者作品展示 

１１／３○木・○祝～１２／２８○水  

「工芸の魅力」 

１０／２８○金～１／２５○水  

「いいね！鉄道～鉄道にまつわる漢字～」 

展 示 中 

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/category/events2022/28536.html
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https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/syoubun/dokusyo/obicon.html
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/category/kodomo2022/28332.html
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/category/kodomo2022/28334.html
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/category/teens2022/28303.html
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/category/business2022/28464.html
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/category/tenji2022/28522.html
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/category/events2022/28443.html


＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた    【講師】図書館職員    【定員】各回５組 

１２月１日（木）  １０：００～１０：２０ 【対象】０歳児とその保護者       

      １１：００～１１：２０ 【対象】０・１・２歳児とその保護者 

   赤ちゃん向けの絵本の読みきかせやわらべうたなどを親子で楽しみます。 

   ✪年齢は目安です。お子さんの発達段階にあわせてお選びください。 

要申込
み 

✔  申込受付は１ヶ月前～ ◆えほんのよみきかせ会◆ 【対象】３歳以上 

１１／５○土、１９○土  15：00～15：15 

◆えほんとおはなしの会◆ 【対象】４歳以上 

（読み聞かせ＆ストーリーテリング） 

１１／１２○土、２６○土  15：00～15：15 
［いずれも ５組・当日受付・先着順］ 

◆子ども室特集コーナー 

「ＦＩＦＡワールドカップカタール２０２２」（１１／２０～１２／１８）の
開催にあわせて、サッカーに関する本や上達方法が書かれ
た本などを特集。 

クリスマスがテーマの絵本・物語、クリスマス行事やお菓子、
飾りなど知識の本を特集。 
 
 

◆まちの保健室 in県立図書館 

  １１／９○水  13：00～16：00［当日受付］ 
こころやからだに関する無料健康相談。＠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 

本年５月２１日の移転開館以来の入館者１０００万人達成を記念して、新しいマスコットキャラクターの名前を広く募集したところ、 

２２４点のご応募をいただきました。当館での厳正なる審査の結果、名前は 司書猫「れふぁにゃん」 に決定しました。たくさんのご応募、 

誠にありがとうございました。今後は当館での広報等で、マスコットキャラクターとともに名前を積極的に活用してまいります。 

 

・当館ホームページの人気コーナー「覚え違いタイトル集」から生まれた書籍『１００万回死んだねこ 覚え違

いタイトル集』（講談社）の表紙のねこイラスト （イラストレーター 多田玲子氏） 

・レファレンス（司書による調査・相談サービス）の事例や業務を紹介した上記の書籍から誕生したことから、

図書館で働く「司書」の一員として、肩書に「司書猫」とつけることにしました。 

・名前の説明（応募採用者のコメント）： 「この子（キャラクターの ねこ）が表紙を務めた本のもととなる『覚え 

違いタイトル集』が、レファレンスサービス向上のために始めたサービスだということを知り、名前をつけました。」 

『長くつ下のピッピ』 

アストリッド・リンドグレーン∥作 イングリッド・ヴァン・ニイマン∥絵 菱木晃子∥訳 岩波書店 
ピッピ・ナガクツシタは、片方は茶色、もう片方は黒の長靴下をはいた世界一強くて自由な９歳の女の子。スウェーデ

ンの小さい町の「ごたごた荘」という古い家に、サルのニルソン氏と、馬といっしょにやってきます。となりの家に住むトミ

ーとアニカは、ピッピのことがすぐに大好きになります。 

子どもひとりで暮らすピッピを「子どもの家」に無理やり連れて行こうとするおまわりさんと「おにごっこ」したり、ためしに行っ

た学校で先生を散々に困らせたり。型破りでハチャメチャでけど心やさしくまっすぐなピッピのユーモアあふれる物語です。 

２０１８年に、作者が気に入っていたという原書と同じ挿絵を採用し、新たに翻訳されたシリーズ１冊目です。続刊に

『ピッピ 船にのる』『ピッピ 南の島へ』があります。 

弁護士による無料法律相談。    ＠研修室 

【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）］ 

司書猫「れふぁにゃん」 について 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

11 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土  

12 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 
・ ・ 1 2 3 4 5  ・ ・ ・ ・ 1 2 3 
6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 
27 28 29 30 ・ ・ ・  25 26 27 28 29 30 31 

 
＊   の日は休館日です。１２月２８日（水）は特別開館します。 

＊開館時間は、平日（火～金）は午前9時～午後7時、土･日･祝日･特別開館日は午前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。 

＊新型コロナウイルスの感染状況により、掲載内容に変更がある場合があります。最新情報はホームページをご覧ください。 

 開館日カレンダー  

 

感染防止対策にご協力ください。開始後の出入りはできません。≪参加無料≫   ＠おはなしの部屋 

お は な し 会  ＊新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる場合があります。 

その他の企画  

１１／１８○金～１２／１８○日  

「わくわく ワールドカップ！～サッカーの本～」 

１１／２６○土～１２／２５○日  

「たのしみだね クリスマス」 
◆無料法律相談会 １１／１０○木  14：00～16：00 

要申込 

福井県立図書館 新マスコットキャラクターの名前が 司書猫「れふぁにゃん」に決まりました！ 

読書週間企画「ナイトライブラリー」（11/8○火  19:00～）で、応募採用者への記念品贈呈式があります。 

＊名前の著作権は

福井県立図書館

に帰属します 

小学 ３･４年生 
から 

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/category/events2022/23247.html
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