
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３* １* ２* ３ ４ ５ ６ ７*

４* ５ ６ ７ ８ ９ １０* ８* ９* １０ １１ １２ １３ １４*

１１* １２ １３ １４ １５ １６ １７* １５* １６* １７ １８ １９ ２０ ２１*

１８* １９* ２０ ２１ ２２ ２３ ２４* ２２* ２３* ２４ ２５ ２６ ２７ ２８*

２５* ２６* ２７ ２８ ２９ ３０ ３１* ２９* ３０* ３１

閉館日のお知らせ
毎週月曜日 (注１)
第 4木曜日(２F)図書フロアのみ (注２)
国民の祝日の翌日 (注３)

蔵書点検期間・年末年始
(注１)ただし、祝日の場合は､開館する
(注２)ただし、祝日に当たる場合は開館し、

翌日に振り替える
また、７、12月は変更も有り

(注３)ただし、土･日に当たる場合は開館する

８月の開館日

： 閉館日 ： 図書フロア（２Ｆ）のみ閉館

７月の開館日

★夏休み期間中の月曜日は臨時開館します。（開館時間 9:00～18:00）

★７月１９日（月・海の日）、７月２６日（月）は臨時開館します。（開館時間 9:00～18:00）

開館時間 平日 9：00～19：00
*土･日･祝日
*臨時開館日 9：00～18：00

福井ライフ・アカデミー

現代的課題講座（環境・科学）

「未来を救った世代」になろう

コミュニケーション講座《夏の部》

「人とつながるコミュニケーション」

セ ン タ ー 主 催 事 業

第３回 おはなし会

・絵本の読み語り「みどりのホース」ほか
・紙芝居

＊＊詳細は各チラシ、ポスター等をご覧下さい＊＊

７月１０日（土） 【ミーティングルーム】10:30～11:00

第４回 わくわくこどもシアター

・楽しいアニメーションの上映会です。

７月１８日（日） 【講堂】10:30～11:30

（全３回）
【研修室】

第１回 ７月２５日（日） 親子でやきものにチャレンジ！ (13:30～15:30)
講師：きのこの森陶芸館指導員 阪田 世志哉 氏

第２回 ８月１日（日）楽しく親子ヨーガ (14:00～15:30)
講師：ヨーガインストラクター 木下 順子 氏

第３回 ８月８日（日）不思議なおもちゃを作ろう (13:30～15:30)
講師：手づくりおもちゃの科学館館長 工藤 清 氏

（全２回）

【講堂】13:30～15:00

漢字文化講座 「白川文字学を学ぶ」
」
第１回 ７月３日（土） 漢字の成立と歴史

講師：大阪府立大学教授 大形 徹 氏

第２回 ７月１０日（土） 漢字の発展と白川文字学
講師：大阪産業大学教授 大川 俊隆 氏

（全５回）
【講堂】13:30～15:00

友 愛 塾

香りの魔法～アロマテラピー講座
～素敵な香りのアロマｸﾗﾌﾄで香りを感じてみませんか～

県民講師：西村 江利子 氏

【研修室】13:30～15:30

（全 4回）

英語の発声法～英語の音とリズムを楽しんでみませんか～

県民講師：師岡 成雄 氏

【研修室】13:30～15:00

（全３回）

第１回 ７月１７日（土） 発声の基本 アルファベット（A～Z）を言ってみよう
第２回 ７月２４日（土） 母音と子音 英語と日本語の発声法の違いを体験しよう
第３回 ７月３１日（土） 発声練習 応用してみよう（数・曜日・月・童謡・挨拶）

季節の花あそび～フラワーアレンジメント教室～

県民講師：地村 敦子 氏

【研修室】13:30～15:30

（全３回）

第２回 ７月１８日（日） 夏の花あそび “素敵に…プ・リ・ザ✾ ”

第２回 ７月１１日（日）地球を巡る水と海の環境
講師：福井県立大学海洋生物資源学部講師 兼田 淳史 氏

第３回 ７月１７日（土）（仮題）よみがえれ コウノトリ
―人と自然との共生を目指して―

講師：兵庫県立コウノトリの郷公園研究員 菊地 直樹 氏

第４回 ７月２５日（日）山川海のつながりを断ち切るもの
―ダムと沿岸漁業―

講師：福井県立大学海洋生物資源学部教授 青海 忠久 氏

第５回 ７月３１日（土）滋賀県における魚のゆりかご水田と地域活動

講師：滋賀県立琵琶湖博物館研究部主任主査 硲 登志之 氏

◎ 若狭図書学習センターは、福井県立図書館若狭分館 と 福井県生涯学習センター若狭支所 を合わせた複合施設です。

第２回 ７月１１日（日） さっぱりすべすべ！やさしい香りのアロマ
石けんで夏を快適にすごそう

☆ アロマ石けん



【図書フロア】（２階：福井県立図書館若狭分館）

夏休みの宿題、お助けします！

（（本本のの特特集集））

いよいよ、楽しい夏休みの到来です。

海に、山に、遊びにいくのは楽しいけれ

ど、宿題は大丈夫？子どもコーナーでは、

夏休み期間中、植物図鑑、自由研究の本、

読書感想文の本など、夏休みの宿題に役

立つ本を特集します。

早めに宿題を終わらせて、

夏休みを思いっきり

楽しみましょう！

もっと知りたい上海（（本本のの特特集集））

５月１日から中国で開催されている上海万博

にちなみ、上海や過去の万国博覧会に関連した図

書を特集します。また、今秋日本館に出展する、

若狭町の現代美術作家松宮喜代勝さんの作品集

なども紹介します。

期間：6／25（金）～7／14（水）

夏休み企画展「赤羽末吉の世界 ～生誕 100 周年記念～」

小学校の教科書にも載っている『スーホの白い馬』、『だいくとおにろく』などの作品で有名な、絵本作家・赤羽末吉

の生誕 100 周年を記念し、絵本や関係資料の展示を行います。1980 年に「国際アンデルセン賞・画家賞」を受賞してい

る、赤羽末吉の魅力的な絵本の世界をお楽しみください。

期間：7 月 16 日（金）～８月３１日（火） 場所：若狭図書学習センター １階 エントランスホール

いざ、恐竜たちの世界へ！（（本本のの特特集集））

2007 年に発見された、新種の大型草食恐竜「フクイサ

ウルス・テトリエンシス」の化石の一部公開など、さまざ

まなイベントが企画されている福井県立恐竜博物館の開

館 10 周年を記念して、当センターでも子どもコーナーで

恐竜の本を特集します。

期間：6／25（金）～7／14（水）

１１階階 エエンントトラランンススホホーールル

２２階階 子子どどももココーーナナーー特特集集

期間：7／16（金）～8／31（火）

２２階階 一一般般ココーーナナーー特特集集

読書ノート「どくしょのきろく」はじめませんか？

２０１０年は、「国民読書年」です。

若狭図書学習センターでは、子どもたちが読んだ本やこれから読みたい本、

保護者の方が子どもに読み聞かせした本や子どもと一緒に読んだ本などを「１

００冊」記録できる読書ノート「どくしょのきろく」を配布しています。ぼく、

わたしが、夏休みに読んだ本、お父さん、お母さんが、お子さんに読んであげ

た本、文字にして残してみませんか？

【配布方法】

若狭図書学習センターで開催している

「おはなし会」等の参加者へ配布します。

当館の利用カードをお持ちのお子さんや

お子さん連れの保護者の方にも希望があれば、

カウンターでお渡しいたしますので、お気軽にお申し付けください。


