としょかん

さくらぎ と し ょ か ん

みどり図書館

桜木図書館

市立図書館

・春のわくわくブック
４／１（日）～ ４／３０（月）

・春のおたのしみブック
４／２１（土）～ ５／１９（土）

し り つ としょかん

は る

・わくわくはるやすみ！ おたのしみブック
３／２３（金）～４／６（金）

テーマべつに、２さつの本をつつんでいます。
中が見えないままかしだしします。

テーマべつに、おすすめの本２さつをつつんでいます。
ふくろをあけずにかしだしします。
は る や す

・春休み こどもえいが会
３／２９（木） １４：００～１５：００

・フェルトで作ろう クローバーは幸運のしるし？(先着 20 名)
４／５（木） １４：００～１５：００
フェルトを使ってよつばのクローバーのカードをつくります。

『たろうのともだち』『わたしのワンピース』を
上映します。

・子ども読書の日記念 こどもえいが会
４／２８（土） １４：００～１５：００

カードには１ねんのもくひょうやねがいをかいてね。

・子ども読書の日記念厚紙で作ろう
（先着 20 名)

４／２１（土）

『ぼくは王さま（たまごとめいたんてい）』を
上映します。

・子ども読書の日記念 よみきかせ会
４／３０（月） １４：００～１４：４５
５／ ５（土） １４：００～１４：４５

・子ども読書の日記念 よみきかせ会
４／２２（日） １４：００～１５：００

し み ず としょかん

清水図書館
・春休み こどもえいが会
４／７（土） １４：００～１５：００
『ぼくは王さま（ぞうのたまごとにせものの王さま）』
を上映します。

・子ども読書の日記念 よみきかせ会
４／２８（土） １０：３０～１１：００
絵本のよみきかせ、おりがみ、てあそびをします。

『ばけものづかい』を上映します。

１４：００～１５：００

桜木図書館は 4/19（木）で１１周年。いぬどし＆１１（わんわん）
にちなみ、犬のしおりをつくります。

大型絵本のよみきかせ、おりがみ、てあそびなどを
します。

・子ども読書の日記念 こどもえいが会
５／６（日） １４：００～１４：３０

犬のしおりで読むわんわん

大型絵本やかみしばいのよみきかせ、おりがみやてあそびを
します。

おすすめの本２さつをつつんでいます。
ふくろをあけずにかしだしします。
大人の本１さつと子どもの本２さつが入った
「おやこセット」も５０セットよういします。

・あそびとえほん
かみのどうぶつえん
４／２２（日） １５：００～１５：３０
月がわりで、わらべうたや工作、えほんのよみきかせを
たのしむ「あそびとえほん」♪
４月のテーマは「どうぶつえん」。
１まいのかみから、いろんなどうぶつをつくっちゃおう。

★子ども読書の日記念
４／２８（土）

・春休み こどもえいが会
４／４（水）１３：３０～１５：００
『ウォーキング

with

１０：３０～１１：３０

としょかんの「かしだしカード」はもっているかな？
カードをいれるオリジナルケースをつくろう。
「としょかん」をテーマに、本のしょうかいもするよ。
定員：１６名
受付：４／１７（火）から、市立図書館窓口・電話

み や ま としょかん

美山図書館

カードホルダーをつくろう

で

・子ども読書の日記念 本 de おさんぽ
５／６（日） １０：３０～１１：３０
本をつかって、いろんなところにおでかけ♪
どこへいくのかな？本のせかいのちずをつくろう。

ダイナソー』を

上映します。

・子ども読書の日記念わくわくブック
４／２１（土）～５／１３（日）
テーマべつに、２さつの本をつつんで
います。中が見えないまま
かしだしします。

・あそびとえほん えかきうた
５／２７（日） １５：００～１５：３０
♪ぼうが１ぽん あったとさ
うたにあわせて、絵をかこう。どんな絵になるかな？
５月は「絵」をテーマに、本のしょうかいをします。

じ ぜ ん もうしこ

ぎょうじ

★は、事前申込みがいる行事で、すべて先着順です

2018.3 月

＊＊＊ 図書館の定例行事いろいろ ＊＊＊
福井市立図書館

文京２丁目７－７

えほんとかみしばいのよみきかせ

☎20-5000

休 館 日：月曜日 第３日曜日 祝日

毎週土曜日

耳でたのしむ おはなしのせかい

開館時間：火・土・日 10：00～17：15
水・木・金 10：00～19：00

みどり図書館

毎月第２土曜日 11：00～11：30

3 月 21 日(水)と 5 月 5 日(土)は

あそびとえほん

10：00～17：15 特別開館します

毎月第４日曜日

若杉３丁目３０１

15：00～15：30

☎34-8859

としょかん

図書館へ行こう！

15：00～15：30

はる

えほんとかみしばいのよみきかせ

休 館 日：火曜日 第３日曜日 祝日

春

毎週日曜日（第３日曜日を除く）

開館時間：月・土・日 10：00～17：15

14：00～14：30

水・木・金 10：00～19：00

耳でたのしむ おはなしのせかい

4 月 30 日（月）と 5 月 5 日(土)は

い

のまき

毎月第３土曜日 14：00～14：30

10：00～17：15 特別開館します

桜木図書館

えほんとかみしばいのよみきかせ

手寄１丁目４－１アオッサ４階☎20-1530

休 館 日：第３木曜日

毎週日曜日

耳でたのしむ おはなしのせかい

開館時間：月～金 10：00～21：00
土・日・祝 10：00～18：00

毎月第３土曜日 11：00～11：30

清水図書館 風巻町２１－１７ ☎98-3820

こどもえいが会
毎月第１土曜日 14:00～14:30

休 館 日：月曜日 第３日曜日 祝日
開館時間：４月～１０月

10：00～18：00

11 月～ ３月

9：00～17：15

美山図書館

14：00～14：30

美山町２－１２ ☎90-1700

休 館 日：月曜日 木曜日 第３日曜日 祝日

は る や す

・春休みおはなしのせかい
桜木図書館

３／２６（月）

１４：００～１４：４５

美山図書館

３／２７（火）

１０：３０～１１：００

清水図書館

３／２７（火）

１１：００～１１：３０

みどり図書館

３／２８（水）

１４：００～１４：４５

市立図書館

３／２９（木）

１４：００～１４：４５

開館時間：火・金・土 10：00～18：00
で

水 11：30～19：30 日 9：00～16：45

★春休みによむ本はこれでキマリ☆
市立図書館

☆図書館公式 Twitter ・Facebook もチェック！
Twitter･･･イベント情報やおすすめ本の紹介などをつぶやきます。
福井市立図書館 ＠fukui_mlib

みどり図書館 ＠fukui_midori

桜木図書館 ＠fukui_sakuragi

Facebook･･･「福井市図書館」で、5 館いっしょに発信中です。

３／２４（土）

本 de ゲーム
１３：３０～１４：３０

本のタイトルあてクイズや、本のなかまさがしゲームにちょうせん！
ゲームをしながら、春休みによみたい本にであえるかも♡
おしえて！きみのよみたい本 No.1☆
定員：１８名
受付：３／３（土）から、市立図書館窓口・電話

春です。３びきのねずみは、家
の中のものを庭にはこび出し、

ねずみのウルフガング・ア・

家じゅうをおおそうじ。とおり

マウス・モーツァルトは、毎

かかったりすの親子にカーテ

日きこえてくるハニービー

ンをあげました。それから、み

さんのピアノにあわせて歌

んながつぎつぎとやってきて、
つくえもいすもあげて、全部な
くなってしまいます。さいごに
あなぐまがやってきて…。

『はるです
はるのおおそうじ』
こいで たん∥文
こいで やすこ∥絵
福音館書店

『歌うねずみウルフ』

うのが大好き。ハニービーさ

ディック・キング＝スミス∥作

んは、このねずみと友達にな

三原 泉∥訳

ろうと、ある作戦を考えま

杉田

比呂美∥絵
偕成社

す。小学校中学年から。

・あそびとえほんスペシャル
市立図書館

カレンダーをつくろう

３／２５（日）

１５：００～１６：００

きせつごとに絵をかいて、２０１８年度のミニカレンダーをつくろう♪
絵がにがてでもだいじょうぶ！はりえバージョンもあるよ。
きせつごとのおすすめ本がかいてあるよ。「いちねん」をテーマに本のしょうかいもします。

