図書館で夏休み!
２０１７
７月 19 日（水）から８月 31 日（木）まで、横浜市立図書館でさまざまな
夏のイベントを開催します。どうぞみなさんご参加ください。
*特別に記載がない限り、各行事への参加は無料です。
*事前申込の事業について、ご記入いただいた個人情報は、事業の目的以外には利用しません。

↑Web ページ QR コード

中国影絵がやってくる!

図書館のお仕事たいけん

中央図書館

小学生のみなさんが、ふだんは入れない場所の見学
をしたり、お仕事体験
をしたりします。

世界無形文化遺産 中国影
絵の伝承者 路連達氏と影
絵劇団上海花影社の公演。
ミニ実演体験や影絵ミニ講
座と交流会「中国影絵の魅力を語る」もあります。

▸くわしくは各図書館のペ
ージで確認してください

▸くわしくは中央図書館 ２ページへ

図書館できもだめし

ティーンズ ボランティア

中央・金沢・都筑・南図書館

▸ くわしくは おはなし会

図書館の仕事ってどんなイメージ？カウンターでの貸
出・返却？それだけではありません。
バックヤードの様々な仕事や絵本の
読み聞かせなど。中高生のみんなの
参加を待っています。

７～８ページへ

▸くわしくは各図書館のページで確認して

秘密の入り口から入り、こわい話でひんやり。毎年恒
例、図書館の「こわい
おはなし会」です。

ください

調べ学習って楽しい

図書館 de YES!

楽しく科学遊び

栄・戸塚図書館

旭・神奈川・金沢・港南・瀬谷・中図書館

「かんたんランチづくり＆調べ学習の達人になる！」
(戸塚図書館)、「めざせ！水博士！！ 戸塚ポンプ場
見学＆図書館で大研究」(戸塚図書館)、「『県内のお
魚』と『夏野菜』について学ぼう」(栄図書館)など。

太陽の光でオルゴールを鳴らしたり、カラフルな海藻
を使ってカードを作ったり、太陽電池で動くバッタを作
ったり。地球温暖化について楽しく学んでみません
か。

▸くわしくは各図書館のページで確認してください

▸くわしくは各図書館のページで確認してください

司書のおすすめ本

展示「夏休み 読んでみようこんな本」
小学校低・中・高学年・中学生向けのおすすめ本リストの配布と図書の展示をします。
全館共通展示期間：７月 19 日(水)～８月 31 日(木)
このほかの各館のイベントは次ページ以降に載っています。詳細は各図書館へお問い合わせください。
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各館のイベント
■：主に大人向け ☆：親子向け ★：子ども向け 申込について記載のないものは当日直接会場へお越しください。
＊事前申込の行事について申込みにあたり収集する氏名・住所・電話番号等の個人情報は「横浜市個人情報の保護に関する条例」の規定
に従い適正に管理し、行事の中止等、連絡の必要が生じた場合にのみ利用します。

中央図書館

０４５（２６２）００５０

■☆★中国影絵がやってくる！
（夏キャンペーンプレイベント）
<1>世界無形文化遺産中国影絵の伝承者路連達氏と影絵劇団上
海花影社の公演
日時／７月 17 日（月・祝） 午前 10 時 30 分～11 時 30 分
公演後希望者のみミニ実演体験あり
<2>影絵ミニ講座と交流会「中国影絵の魅力を語る」
講師／路連達氏
日時／７月 17 日（月・祝） 午後２時 30 分～４時
会場／<1><2>地下１階ホール
対象／<1>３歳以上 先着 150 人 （小学生以下は保護者同伴）
<2>18 歳以上 先着 20 人
申込／受付中 来館またはホームページ申込フォームから
共催／中国影絵を招く友の会・上海虹文庫
■検索機使い方相談
内容／図書館員が個別に検索のコツを教えます。
日時／７月 21 日（金）午後３時～４時
７月 29 日（土） ８月 12 日（土）
午前 10 時～正午、午後１時 30 分～３時 30 分
８月 18 日（金）午前 10 時～11 時
検索機付近に職員がいます。時間中いつでもお尋ねください。
会場／中央図書館１階 利用者検索機コーナー
対象／基本的なキーボード操作ができる方
■ヨコハマライブラリースクール
「スマートグリッド・エコノミクス -- フィールド実験・行
動経済学・ビッグデータが拓くエビデンス政策」
内容／横浜市を中心に、日本最初の大規模フィールド実験で明
らかになったこととは？電力改革の実証実験に携わった
講師が、日本に「エビデンスに基づく政策」を根付かせる
ために、実験の成果と意義を行動経済学の知見からわかり
やすく解説し、新しい経済学の可能性を探ります。
日時／７月 22 日（土）午後２時～４時（開場午後１時 30 分）
会場／中央図書館５階 第１会議室
定員／40 人（申込先着順）
申込／受付中 <１>電話（045-262-7336）
<２>Ｅメール（ky-libevent@city.yokohama.jp）
<３>中央図書館３階 カウンター
*申込時に「講座名、氏名、電話番号」をお知らせください。
*手話通訳ご希望の方は７月 14 日（金）午後５時まで
講師／依田高典氏（京都大学大学院経済学研究科 教授）
共催／横浜市温暖化対策統括本部
■ヨコハマライブラリースクール
「ライフネット生命の起業物語」
内容／60 歳でライフネット生命保険株式会社を立ち上げた
出口治明氏。巨大企業がひしめく保険業界で、どのように
戦略を立て、立ちはだかる壁を乗り越えてこられたのかを
お話いただきます。
日時／８月 19 日（土）午後２時～４時（開場午後１時 30 分）
会場／中央図書館５階 第１会議室
対象／横浜市内で創業を検討中の、概ね 50 歳以上の方
定員／50 人（申込先着順）
申込／受付中
*手話通訳ご希望の方は８月 10 日（木）午後５時まで
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申込先／横浜企業経営支援財団
電話（045-225-3714）
・FAX（045-225-3738）
ホームページ・E メール（keiei@idec.or.jp）
*「講座名・氏名・住所・電話・E メール・年齢と創業
予定時期」をお知らせください。
講師／出口治明氏 （ライフネット生命保険 代表取締役会長）
共催／横浜企業経営支援財団（ＩＤＥＣ）
■文豪ストレイドッグスコラボ企画 文豪を知ろう! 巡回展示
内容／第３回横浜読書百貨展で好評だった企画「文豪ストレイ
ドッグスコラボ企画」が、中央図書館で展示されます。文
豪ストレイドッグスの複製原画や文豪の作品にふれてみ
ませんか。
期間／７月 19 日（水）～８月２日（水）
（最終日は午後５時
まで）
会場／中央図書館１階 ティーンズコーナー
■「近代水道 130 年の歩み」展
内容／横浜の水道は英国人技師ヘンリー・スペンサー・パーマ
ー氏の指導により、日本初の近代水道として明治 20
（1887）年 10 月 17 日に給水を開始しました。平成
29 年は横浜の水道の創設から 130 年の節目の年であり、
「近代水道創設 130 年記念事業」の一つとして、横浜水
道の歴史や、水源通行手形事業を紹介する展示を行います。
期間／７月 19 日（水）～８月 20 日（日）
会場／中央図書館３階 ヨコハマ資料展示コーナー
共催／横浜市水道局
■吉田新田 完成 350 周年
内容／平成 29（2017）年は、吉田新田完成 350 周年とな
る年です。これに合わせ、関連資料・図書等の紹介展示を
行います。
期間／８月 22 日（火）～９月 18 日（月・祝）
会場／中央図書館１階 展示コーナー

旭図書館 ０４５（９５３）１１６６
★旭図書館 de YES！ 作って学ぼう！ソーラーバッタ
内容／太陽電池で動くバッタを作って、地球温暖化について楽
しく学んでみませんか。
日時／７月 23 日（日）午後２時～３時 30 分
会場／旭図書館１階会議室
対象／小学校低学年（１～３年生）
定員／先着 15 人（保護者の見学可）
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
持ち物／筆記用具（えんぴつ・消しゴムなど）
講師／横谷公雄氏（NPO 法人太陽光発電所ネットワーク副代
表理事・神奈川地域交流会代表）
共催／横浜市温暖化対策統括本部
■図書検索機使い方相談
日時／７月 27 日（木）
、８月 24 日（木）
午前 10 時～11 時 30 分
会場／旭図書館１階図書検索機コーナー
対象／初心者向け
申込／開催時間内随時受付
講師／ＰＣどりーむ（ボランティアグループ）
★夏休みティーンズ・ボランティア
内容／図書館業務のお手伝いボランティアです。５日以上参加
した方に感謝状を贈呈します。

★図書館 de YES ソーラーオルゴール ～作って鳴らして温暖

期間／８月１日（火）～25 日（金）午前９時 30 分～午後５
時（土・日・祝日は休み）
*８月１日（火）オリエンテーション、25 日（金）反省会
*オリエンテーションを含め原則５日以上参加
対象／旭区内在住、在学の 10 代の方（小学生を除く）
定員／先着 15 人
申込／７月 13 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で

化防止～
内容／太陽の光でオルゴールを鳴らして、温暖化を考えよう。
地球温暖化について学び、太陽光エネルギーを使ったオル
ゴールを作ります。
講師／環境学習リーダー会
日時／８月８日（火）午後２時～３時 45 分
対象／小学生（１～３年生は保護者同伴）
定員／20 人（保護者含む）
申込／７月 20 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★パネル展示「めざせ！調べもの名人
～図書館の本を使って調べてみよう～」
内容／図書館での本の探し方、百科事典の使い方などをパネル
で紹介します。
期間／７月 21 日（金）～８月３日（木）
会場／児童コーナー
★金メダルをめざして、読書マラソン
内容／読んだ本を「かめ太郎読書通帳」に記録しよう。冊数に
応じて、金・銀・銅メダルシールをプレゼントします。
期間／開催中～８月 31 日（木）
対象／神奈川区内在住・在学の小学生
申込／読書通帳は神奈川図書館、神奈川区役所地域振興課、
神奈川区内の地区センター、コミュニティハウスで配布
（計 2000 冊、なくなり次第終了）

泉図書館 ０４５（８０１）２２５１
★夏休み図書館探検隊
内容／図書館の中の普段は入れない場所を見学したり調べ物
のクイズやカウンターのお仕事体験をしたりします。
日時／<1>７月 27 日（木） <2>８月３日（木）
午前 10 時～正午
対象／<1>小学校１～２年生 <2>小学校３～６年生
定員／各回とも先着 12 人
申込／７月 13 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★小学生向けバックヤードツアー
内容／普段は入れない図書館の裏側をご案内します。
日時／8 月 17 日（木）午前 10 時 30 分～11 時 30 分
対象・定員／小学生 20 人（先着順）
申込／8 月２日（水）午前 9 時 30 分～ 窓口または電話で

磯子図書館 ０４５（７５３）２８６４
■～磯子図書館ブックサロン～ 読書会
内容／１冊の本を読んで集まり、それぞれの読み方を語り合い
ます。新しい本の世界を広げてみませんか。テキストは各
自ご用意のうえ読み終えて、ご参加ください。
テキスト／『沈黙の春』レイチェル・カーソン／著（新潮文庫）
日時／７月 21 日（金）午前 10 時～12 時 30 分
会場／磯子図書館会議室
対象／読書会に興味がある人
申込／受付中 窓口または電話で
*運営：梅田誠氏（ＮＰＯ名著セミナー理事）
内山信成氏（磯子図書館ブックサロン）
★小学生のための図書館の仕事体験
〈1〉低学年編
カウンターの仕事体験と、夏休みによむのにピッタリの
おもしろい本の紹介があります。
日時／７月 25 日（火）午前 10 時～11 時 45 分
対象・定員／小学校１～３年生 15 人（先着順）
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
〈2〉高学年編
本の上手な探し方にチャレンジしませんか。図書館の本を
使っての調べものクイズや、カウンターの仕事体験もあり
ます。
日時／８月１日（火）午前 10 時～11 時 45 分
対象・定員／小学校４～６年生 12 人（先着順）
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★中学生のための図書館の仕事体験
内容／カウンターで本の返却や、ティーンズコーナーの展示作
成など図書館の仕事を体験してみませんか。
日時／８月８日（火）午前９時～正午
対象・定員／中学生 ６人（先着順）
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で

神奈川図書館

金沢図書館 ０４５（７８４）５８６１
★一日図書館員
内容／小学生のみなさんを対象に、図書館員としてふだんは見
られない書庫や事務室の見学、本の貸出などの仕事を体験
してもらいます。
日時・対象／７月 27 日（木） 対象：１・２年生
７月 28 日（金） 対象：３・４年生
８月３日（木） 対象：５・６年生
それぞれ午前 10 時～正午
会場／金沢図書館
定員／各回 14 人、先着順
申込／７月 13 日（木）午前９時 30 分～ 電話で
★夏のボランティア体験～中学生・高校生のための～
内容／図書館の仕事ってどんなイメージがありますか？カウ
ンターでの貸出・返却？いえいえ、それだけではありませ
ん。今回はバックヤードの様々な仕事を体験してもらいま
す！
日時／８月４日（金）午前 10 時～午後４時
会場／金沢図書館
対象・定員／中学生・高校生 ４人（先着順）
申込／７月 14 日（金）午前９時 30 分～ 電話で
★夏休みエコスクール ソーラーバッタを作ってあそぼう！
内容／太陽電池で動くおもちゃのソーラーバッタを作って地
球温暖化について考えましょう。
日時／８月９日（水）午後１時 30 分～３時
会場／金沢図書館１階多目的室（エレベーター横）
対象・定員／小学校１～３年生 15 人（先着順）
申込／７月 20 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で

港南図書館 ０４５（８４１）５５７７
★図書館の仕事にチャレンジしよう！ ～小学生～

０４５（４３４）４３３９

内容／小学生を対象に図書館の仕事体験と、上手な利用法を伝
えます。
日時／７月 25 日（火）
<1>午前 10 時～11 時 30 分 <2>午後１時～２時 30 分
会場／港南図書館
対象／<1>小学校３・４年生 <2>小学校５・６年生
（港南区在住）
定員／<1><2>各回 10 人（先着順）
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で

★小学生のための夏休み１日図書館員
内容／カウンターでの貸出・返却など、図書館の仕事を体験で
きます。
日時／<1>７月 27 日（木） <2>７月 28 日（金）
午前 10 時～正午
対象／<1>小学校３・４年生 <2>小学校５・６年生
定員／各回先着 12 人
申込／７月 13 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
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★図書館でボランティア ～中学生～

活躍する生鮮食材のプロフェッショナル（お魚マイスター
と野菜ソムリエ）が旬の食材や、購入時の見分け方など、
皆さんの疑問に分りやすく答えてくれます。
日時／７月 22 日（土）
午前 11 時～正午（水産）
、午後１時～２時（青果）
会場／栄図書館 ２階会議室
対象・定員／小中学生とその保護者 各回 30 人（先着順）
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★きみも一日図書館員（全３回）
内容／図書館では、どんな仕事をしているのかな？ 夏の思い
出に、図書館の仕事を体験してみよう！
日時／７月 26 日（水）
、７月 27 日（木）
、８月９日（水）
すべて午前 10 時～正午
会場／栄図書館 2 階会議室・フロア
対象／７月 27 日（木）
、８月９日（水） 市内在住・在学の
小学校１～３年生
７月 26 日（水） 市内在住・在学の小学校４～６年生
定員／各回 20 人（先着順）
申込／７月 13 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
*申込は本人または家族に限ります。
★展示「めざせ！調べもの名人～図書館の本を使って調べてみ
よう～」
内容／図書館での本の探し方や百科事典の使い方など、調べも
のをするときのヒントをパネルで紹介します。
期間／８月１日（火）～８月 15 日（火）
会場／栄図書館 １階展示コーナー

内容／使いやすい図書館のために必要な書架整理・図書修理の
作業を、ボランティアとして行っていただきます。
日時／７月 26 日（水）午前９時 30 分～午後２時 30 分
会場／港南図書館
対象・定員／中学生（港南区在住） ５人（先着順）
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★図書館 de YES 森の工作教室 エコキャンドルをつくろう！
内容／どんぐりや小枝などの自然素材を使った工作を行いま
す。
日時／７月 29 日（土）午前 10 時～11 時 30 分
会場／港南図書館会議室
対象・定員／小学校１～３年生 20 人（保護者同伴不可）
申込／７月 13 日（木）午前９時 30 分～ 電話で（先着順）
★夏休み！たのしい本をしょうかいします！～ブックトーク
の会～
内容／港南図書館の司書が、小学生にお勧めの本をブックトー
クで紹介します。
日時／８月２日（水）
低学年向け 午前 10 時～10 時 30 分
中学年向け 午前 10 時 45 分～11 時 15 分
高学年向け 午前 11 時 30 分～正午
会場／港南図書館会議室
対象／小学生

港北図書館 ０４５（４２１）１２１１
■港北ふるさと映像上映会
日時／７月 23 日（日）午前 11 時～正午
会場／２階映像資料室
対象／一般
主催／港北図書館・港北ふるさとテレビ局
内容／「暴れ川の記憶」ほか
■講演会「日吉台地下壕を知っていますか」
内容／慶應義塾大学 日吉キャンパスの地下に残る、戦争遺跡
「日吉台地下壕」。沖縄戦、空襲、特攻……戦争末期に日
吉と日本で起こったことを、地下壕の保存活動を続けるみ
なさんから、教えてもらいます。
日時／８月６日（日）午前 10 時 30 分～正午
会場／港北図書館２階 会議室Ａ
対象・定員／一般 先着 30 人
申込／７月 20 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
講師／日吉台地下壕保存の会会員
★図書館たんけんたい
内容／普段は見られない図書館の裏側を見学！本の上手な探
し方も説明します。
日時・対象／<1>８月３日（木）小学校１～２年生向け
<2>８月８日（火）小学校３～６年生向け
いずれも午前 10 時～正午
会場／港北図書館２階 会議室Ａ
定員／各回先着 15 人
申込／７月 20 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
■パネル展「日吉台地下壕」
期間／７月 31 日（月）～８月 27 日（日）
*日吉台地下壕保存の会の方による、展示のミニレクチャー
８月 13 日（日）
・27 日（日）午後２時～４時

瀬谷図書館 ０４５（３０１）７９１１
■図書館でボランティア！書架整理コース説明会
内容／図書館の本棚を整頓するボランティアを募集します。
やってみたい人は、説明会に参加してください。
日時／７月 21 日（金）午後３時～４時または７月 22 日（土）
午前 10 時～11 時のどちらかに参加してください。
会場／瀬谷図書館会議室
対象・定員／中学生～大人 各回 20 人（先着順）
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★図書館でボランティア！絵本読み聞かせコース説明会
（ティーンズ対象）
内容／８月９日（水）に開催予定の「納涼ひよこのおはなし会」
で、赤ちゃんと保護者にわらべうたと絵本の読み聞かせを
してみませんか？ やってみたい人は、説明会・リハーサ
ルに参加してください。
日時／８月２日（水）午後３時～４時 30 分
会場／瀬谷図書館会議室
対象／中学生～19 歳
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★森の中のプレイパークイベント「封印されし森のパズルを解
き明かせ！」
内容／身近な自然にふれて、見つけた謎を図書館でかいめいし
よう！
日時／８月３日（木）午前９時 30 分～12 時 30 分
会場／瀬谷図書館会議室
対象・定員／小学校３～６年生 20 人（先着順）
申込／７月 20 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
持ち物／筆記用具、飲み物、帽子、タオル、動きやすい服装（長
袖、長ズボンで）
■展示「瀬谷の花と緑フォトコンテスト写真展」
内容／平成 28 年度「瀬谷の花と緑フォトコンテスト」受賞作
品を中心に展示します。
期間／7 月 14 日（金）～８月 7 日（月）
会場／瀬谷図書館玄関ホール
★ソーラーバッタを作って遊ぼう！
内容／太陽電池で動くおもちゃソーラーバッタを作って遊ぶ、
ワークショップです。

栄図書館 ０４５（８９１）２８０１
■展示「横浜市中央卸売市場をご存じですか？」
内容／神奈川区にある横浜市中央卸売市場を紹介するパネル
を展示します。
期間／７月 19 日（水）～７月 31 日（月）
会場／栄図書館 １階展示コーナー
☆講座「夏休みの「自由研究」に最適！ 『県内のお魚』と『夏
野菜』について学ぼう」
内容／小中学生とその保護者を対象に、横浜市中央卸売市場で
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会場／鶴見図書館会議室
対象・定員／小学校３～６年生 先着 10 人
申込／７月 12 日（水）午前９時 30 分～ 窓口または電話で

日時／８月 11 日（金・祝）午前 10 時～11 時 35 分
会場／瀬谷図書館会議室
対象／小学校１～３年生（保護者見学可）
定員／15 人（先着順）
申込／７月 20 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
講師／横谷公雄氏
持ち物／筆記用具

戸塚図書館 ０４５（８６２）９４１１
★かんたんランチづくり＆調べ学習の達人になる！
内容／戸塚地区センターでランチ作り体験後、図書館で調べ学
習に挑戦！楽しみながら、「本を使った調べもの」が上手
になれます。
日時／７月 27 日（木） 午前 10 時～午後３時
会場／戸塚地区センター料理室・戸塚図書館
対象・定員／小学校３～６年生 先着 12 人
申込／７月 11 日（火） 午後２時～
戸塚地区センター（045-862-9314）へ電話で
共催／戸塚地区センター
★めざせ！水博士！！ 戸塚ポンプ場見学＆図書館で大研究
内容／戸塚ポンプ場を見学後、戸塚図書館で水の秘密をさぐろ
う！
日時／８月３日（木） 午前９時 15 分～11 時 30 分
会場／戸塚地区センター会議室Ｂに集合
対象／小学校３・４年生
定員／先着 12 人 見学のみ大人１人付添いができます。
申込／７月 13 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
服装／地下のポンプ場に急な階段があります。
歩きやすい靴とズボン着用でご参加ください。
共催／栄水再生センター
*荒天の場合、内容が変更になります。

都筑図書館 ０４５（９４８）２４２４
★森の中のプレイパーク「封印されし森のパズルを解き明か
せ！」
内容／探偵になって森のパズルを解き明かそう！
日時／７月 25 日（火）午前９時 15 分～12 時 30 分
会場／都筑区役所３階研修室・都筑中央公園
対象・定員／市内在住小学校４～６年生 先着 20 人
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
共催／横浜市環境創造局みどりアップ推進課
★図書館たんけん隊
内容／図書館の裏側がのぞけるお仕事体験イベントです。
（カウンターのお仕事はありません）
日時／第１回 ７月 27 日（木）午前９時 40 分～11 時 40 分
第２回 ７月 27 日（木）午後２時 10 分～４時 10 分
第３回 ７月 28 日（金）午前９時 40 分～11 時 40 分
*各回同一内容です。
会場／都筑図書館
対象・定員／都筑区在住の小学校３～４年生 各回先着 12 人
申込／７月 13 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★だちょうのたまごをさわってみよう
内容／ダチョウの卵を使ってストラップを作るイベントで、
ダチョウに関する本を紹介します。
※卵アレルギーがありましたら事前にご相談ください。
日時／8 月 22 日（火）午前 10 時～11 時 30 分
会場／北山田地区センター小・中会議室
対象／小学生 20 人
参加費／300 円
申込／７月 22 日（土）～
北山田地区センター（電話：045-593-8200）で受付。
問合せ／北山田地区センター
★都筑ジュニア記者 vs 都筑図書館代表のガチンコ勝負ミニビ
ブリオバトル（観覧自由）
日時／８月 24 日（木）午後１時 30 分～３時 30 分
会場／都筑区役所６階大会議室
主催／NPO 法人ミニシティ・プラス&東京都市大学中村研究室
☆知ろう！伝えよう！生きもののつながり（生物多様性）展
内容／環境創造局が実施する「知ろう！伝えよう！生きものの
つながりキャンペーン 2017」の関連展示を行います。
期間／８月８日（火）～８月 28 日（月）
会場／都筑図書館
協力／横浜市環境創造局政策課

中図書館 ０４５（６２１）６６２１
★小学生一日図書館員
内容／図書館の仕事を体験してみよう！！
日時・対象／<1>７月 26 日（水）小学校１～２年生
<2>７月 27 日（木）小学校３～６年生
いずれも午前 10 時～11 時 30 分
会場／中図書館２階会議室
定員／各回先着 16 人
申込／７月 12 日（水）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
*申込は本人またはご家族に限ります。
★封印されし森のパズルを解き明かせ！
内容／遊びを通じて身近な自然を楽しみ、発見した自然を図書
館の本で調べます。
日時／８月２日（水）午前９時 30 分～12 時 30 分
会場／中図書館２階会議室、本牧山頂公園
対象・定員／小学校３～６年生 先着 20 人
申込／７月 13 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
*申込は本人またはご家族に限ります。
共催／横浜市環境創造局みどりアップ推進課
★海藻おしばづくり 図書館 deＹＥＳ
内容／カラフルな海藻を使ってカードを作ります。
日時／８月９日（水）午前 10 時～11 時 30 分
会場／中図書館２階会議室
対象・定員／小学校１～２年生 先着 12 人
申込／７月 19 日（水）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
*申込は本人またはご家族に限ります。
共催／横浜市温暖化対策統括本部
協力／海藻おしば協会
★展示「戦争の本」
内容／戦争についての本を展示・貸出します。
期間／８月１日（火）～８月 18 日（金）
★第７回本牧モック亭～こどものための落語の会～
内容／図書館で落語を聞いてみませんか？落語の本も紹介し
ます。
日時／８月 24 日（木）午前 10 時 30 分～11 時 30 分
会場／中図書館２階会議室
対象・定員／小学生（大人の方もどうぞ） 当日先着 40 人

鶴見図書館 ０４５（５０２）４４１６
★夏休み科学遊びの会
内容／横浜サイエンスフロンティア高校のお兄さん・お姉さん
と科学遊びをたのしもう！
<1>日時／７月 24 日（月）午前 10 時 30 分～正午
対象／小学校１～３年生
<2>日時／７月 24 日（月）午後１時 30 分～３時
対象／小学校４～６年生
会場／鶴見図書館会議室
定員／先着各 20 人
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 電話のみで受付
★図書館体験
内容／普段は入れない裏側探検やカウンター体験などもあり
ます！
日時／７月 25 日（火）午後１時 30 分～３時 30 分
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期間／８月５日（土）～８月 31 日（木）
会場／緑図書館 中廊下
★中高生対象 図書館ボランティア体験
内容／本棚の整理やおすすめ本のＰＯＰ作りなど、図書館の仕
事を手伝ってみませんか。
日時／８月 17 日（木）午前９時 30 分～午後４時
会場／緑図書館会議室
対象・定員／中学生、高校生 先着８人
申込／７月 11 日（火）～８月２日（水）
午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★読書スタンプラリー
内容／本を読んでクイズに答えよう！
期間／7 月 19 日（水）～８月 31 日（木）
会場／緑図書館 児童書コーナー
対象／小学生
*８月 18 日（金）は教育委員会 子どもアドベンチャー2017
の日で、
「読書スタンプラリー」のスペシャルデイです。プレ
ゼントもあります。

保土ケ谷図書館 ０４５（３３３）１３３６
★ほどがや こどもにこにこフェスタ
内容／ちくちくシアターによるエプロンシアター(R)の実演や
ほどがやわらべうたの会によるわらべうたと絵本の読み
聞かせを行います。
日時／７月 22 日（土）
<1>「エプロンシアター」
（ちくちくシアター）
午後１時～１時 30 分、午後１時 30 分～２時
<2>わらべうたと絵本の読み聞かせ（ほどがやわらべうた
の会） 午後２時～２時 30 分
会場／保土ケ谷図書館会議室
費用／保土ケ谷図書館内でのイベントのみ無料。
主催／「ほどがや こどもニコニコフェスタ」運営委員会
★一日図書館員
内容／カウンターでのお仕事や返却本の整理を体験できます。
日時／７月 25 日（火）
、26 日（水）
、27 日（木）
、28 日（金）
各日午前 10 時～11 時 30 分
対象・定員／小学校１～４年生 各日 15 人（先着順）
申込／７月 12 日（水）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
*申込は本人とご家族のみお受けします。
★横浜みどりアップ 封印されし森のパズルを解き明かせ！
内容／自然に隠されたヒントをもとにパズルを解こう！
日時／８月１日（火）午前９時 30 分～12 時 30 分
会場／保土ケ谷図書館・川辺公園
対象・定員／小学校３～６年生 20 人（先着順）
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
*申込は本人とご家族のみお受けします。
■展示「姉妹都市提携記念巡回パネル展示」
内容／横浜の姉妹都市についてのパネルや関連資料を展示し
ます。
期間／８月２日（水）～８月 15 日（火）
会場／保土ケ谷図書館３階
■展示「おとなの教養 リベラルアーツ」
内容／年間を通して、教養や心を豊かにする情報をお届けしま
す。８月のテーマは「藝術は人生のパートナー」です。
会場／保土ケ谷図書館 ２階カウンター前
■★本の木をそだてよう
内容／皆さんがおすすめする本の紹介を「本の木」に貼ってい
きます。
「本の木」を大きく育てましょう！
期間／７月 13 日（木）～９月３日（日）
会場／保土ケ谷図書館１階～２階 階段踊り場

南図書館 ０４５（７１５）７２００
■★紙芝居を作ろう
内容／紙芝居の先生に教わります *２回連続講座です
日時／７月 27 日（木）
、８月３日（木）両日午後１時～４時
会場／南図書館会議室
対象・定員／小学生～大人 先着 15 人
申込／７月 13 日（木）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★夏休み図書館たんけん隊
内容／小学生が図書館たんけん隊員になって、図書館見学とカ
ウンター体験などをします。
日時／８月４日（金）午前 10 時～正午
対象・定員／小学校３～６年生 先着 20 人
申込／７月 21 日（金）午前９時 30 分～ 窓口または電話で

山内図書館 ０４５（９０１）１２２５
★小学生のための調べ方講座
内容／本や資料検索機、及びインターネット百科事典（ポプラ
ディアネット）を使った調べものの仕方を学びます。
日時／８月４日（金）午前 10 時～正午
会場／山内図書館集会室
対象・定員／小学校４～６年生 先着８人
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～窓口または電話で
講師／飯田建氏（株式会社ポプラ社）
・山内図書館職員
★小学生夏休み一日図書館員
内容／本の貸出や返却など、図書館の仕事を体験してみよう！
*貸出・返却は、事務室内での体験となります。
日時／８月 11 日（金・祝）
<1>午前 10 時～11 時 30 分 <2>午後１時～２時 30 分
<3>午後３時～４時 30 分
会場／山内図書館集会室、館内
対象・定員／<1><2>小学校１～２年生 <3>小学校３～４年生
各回先着 15 人
申込／７月４日（火）午前９時 30 分～窓口または電話で
講師／山内図書館職員
★中学生ボランティア一日体験
内容／ボランティア体験を通して、図書館のこと、働くことを
学ぼう。
日時／８月 14 日（月）
、８月 15 日（火）
、８月 16 日（水）
午前９時～午後４時
会場／山内図書館
対象・定員／中学生 各日先着４人
申込／７月 14 日（金）午前９時 30 分～窓口または電話で
講師／山内図書館職員

緑図書館 ０４５（９８５）６３３１
★展示「トキメク☆昆虫の謎！なぞ！ナゾ！」
内容／８月３日（木）開催の講演会「トキメク☆昆虫の謎！な
ぞ！ナゾ！」に合わせ、昆虫写真の展示と関連図書の展示、
貸出をします。
期間／７月 14 日（金）～８月３日（木）
会場／緑図書館 中廊下
☆講演会「トキメク☆昆虫の謎！なぞ！ナゾ！」
内容／よこはま動物園ズーラシアの飼育員さんが教えてくれ
るとびきり楽しい、虫のおはなしです。親子でぜひご参加
ください。
日時／８月３日（木）午前 10 時～11 時
会場／緑ほのぼの荘 会議室（緑図書館２階）
対象・定員／小学生以上 先着 40 人
申込／７月 11 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
★展示「めざせ！調べもの名人 ～図書館の本を使って調べて
みよう～」
内容／図書館の本を使って調べるコツをパネルで学びましょ
う。
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おはなし会

夏休みいろんな

会場の記載のないものは会議室・集会室です。申込の記載のないものは当日直接会場へ。
＊この他にも、定例のおはなし会があります。詳しくは、各図書館へお問合せください。

中央図書館

●こわいおはなし会
内容／閉館後の薄暗い図書館で怖いおはなし会を楽しんでく
ださい。
日時／８月 25 日（金）午後７時 30 分～８時
会場／金沢図書館児童書コーナー
対象・定員／小学生以上（小学生は保護者同伴）30 人先着順
申込／８月 16 日（水）午前９時 30 分～ 窓口または電話で

０４５（２６２）００５０

●夜のミステリーこわいおはなし会
内容／夜の図書館で絵本の読み聞かせ。おはなし会が終わった
後は、子どもだけできもだめし。
日時／８月 25 日（金）午後７時～８時
会場／中央図書館１階 子どもの本コーナー 集合
対象／小学校３年生以上とその保護者
定員／25 組（先着順）
申込／８月 15 日（火）午前９時 30 分～
電話か中央図書館１階５番ヘルプデスクで

港南図書館 ０４５（８４１）５５７７
●夏のとくべつおはなし会
日時／８月９日（水）午前 10 時 30 分～11 時
対象／一人で聞ける子～小学生

旭図書館 ０４５（９５３）１１６６

港北図書館 ０４５（４２１）１２１１

●夏休みわくわくおはなし会（こどもおはなし会）
日時／７月 26 日（水）
、８月２日（水）
、９日（水）
午前 11 時～11 時 30 分
対象・定員／３歳～（親子で参加可） 当日先着 30 人
語り手／旭図書館司書・旭図書館ボランティア
●夏休みわくわく特別おはなし会（こどもおはなし会）
日時／８月 16 日（水）
<１>午前 10 時 30 分～11 時<２>午前 11 時 30 分～正午
対象・定員／３歳～（親子で参加可） 当日先着 30 人
語り手／旭図書館司書・旭図書館ボランティア

●夏休みとくべつおはなし会
日時／７月 26 日、８月２日、９日
いずれも水曜日 午後３時～３時 30 分
対象／小学校低学年～
会場／港北図書館１階こどものほんのへや おはなしひろば

栄図書館 ０４５（８９１）２８０１
●かながわこどもひろば おはなし会
内容／ボランティアグループ「かながわこどもひろば」による
おはなし会です。
日時／７月 22 日（土）
、８月 26 日（土）
午後２時～２時 30 分
会場／栄図書館 １階絵本コーナー
対象／３歳くらい～大人

泉図書館 ０４５（８０１）２２５１
●夏休み連続おはなし会
内容／読み聞かせボランティアグループによる５回連続おは
なし会です。参加者にはプレゼントがあります。
日時／７月 26 日から８月 23 日までの毎週水曜日
各回とも午前 11 時～11 時 30 分

瀬谷図書館 ０４５（３０１）７９１１
●夏休みおはなし会
内容／どんな絵本やおはなしが登場するか、お楽しみに！
日時／７月２７日（木）午前 11 時～１１時３０分
対象／３歳～小学生（保護者同伴可）
●納涼ひよこのおはなし会
内容／中高生ボランティアと図書館員による特別版！一緒に
わらべ歌と絵本を楽しみましょう。
日時／８月９日（水）午前 11 時～11 時 30 分
対象・定員／０～３歳までの乳幼児とその保護者（兄弟の参加
可） 15 組（先着順）
申込／８月２日（水）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
●せやおはなしフェスティバル
内容／瀬谷区で活動するおはなしグループが、図書館に集まっ
て、いろいろなおはなしを沢山聞かせてくれます。
日時／８月 24 日（木）
午前の部 午前 10 時～正午
午後の部 午後２時～３時 30 分
対象／幼児～小学生（グループにより、対象年齢が多少異なり
ます。詳しくは、図書館にお問い合わせください）保護者
同伴可
出演／おはなしダイヤモンド、風の会、あおぞら、はらっぱの
会、他

磯子図書館 ０４５（７５３）２８６４
●夏休み特別おはなし会『さあ、でかけよう！』
内容／今年は“さあ、でかけよう！”をテーマに開催します。
日時・対象／７月 26 日（水）
、８月９日（水）
<１>午後２時 30 分～（３歳～小学校１年生）
<２>午後３時～（小学生）
協力／よこはまおはなしの会

神奈川図書館

０４５（４３４）４３３９

●生きもののおはなし会
内容／「生きもの」をテーマに、動物、植物、虫などが出てく
る絵本を読みます。
日時／８月１日（火）午後３時 30 分～４時
対象・定員／３歳～小学校２年生 当日先着 20 人

金沢図書館 ０４５（７８４）５８６１
●かみしばいを楽しもう
内容／地域の紙芝居グループ「かなみん」のみなさんによる
紙芝居の会を行います。
日時／８月１日（火）
１回目午後１時 30 分～ ２回目午後２時～
会場／金沢図書館１階多目的室（エレベーター横）
対象・定員／主に幼児から小学校低学年 各 30 人先着順
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都筑図書館 ０４５（９４８）２４２４

中図書館 ０４５（６２１）６６２１

●ちょっぴりこわ～い 夜のおはなし会
内容／真夏のよる… 地区センターの和室で…ちょっぴりこ
わい「おはなし」があなたを待っています。子どもだけで
なく大人の方もご参加ください。
日時／７月 22 日（土）午後６時 30 分～７時 30 分
会場／北山田地区センター
対象・定員／小学生以上 先着 20 人
申込／６月 22 日（木）～ 北山田地区センター（電話：
045-593-8200）で受付。
問合せ／北山田地区センター
協力／都筑図書館・つづきっこ読書応援団（TDO=つどおう）
●夏の特別おはなし会
内容／夏のひととき、図書館のおはなし会で楽しい時間を過ご
しませんか？市民グループの皆さんによるおはなし会で
す。いつものおはなし会とは少し違ったプログラムでお待
ちしています。
日時／８月 18 日（金）
（各回 30 分程度です）
<1>午前 10 時 30 分～
<2>午前 11 時 30 分～
会場／都筑図書館対面朗読室
対象／幼児～小学生（ひとりでおはなしをきける子）
協力／つづきっこ読書応援団（TDO=つどおう）

●めぐみ座のおはなし会
日時／８月５日（土） 午後３時～
対象／３歳～（大人の方もどうぞ）

●小学生特別おはなし会
内容／小学生向けのたのしいおはなしがいっぱい。
日時／８月２日（水）午前 10 時 30 分～11 時
対象・定員／小学生 先着 30 人

鶴見図書館 ０４５（５０２）４４１６

南図書館 ０４５（７１５）７２００

●夏のつるたんつるぽんおはなし会
内容／鶴見大学の学生ボランティアによるおはなし会
日時／８月８日（火）午後２時～３時
対象／３歳以上 きょうだいご家族もご一緒にどうぞ！
●英語でたのしむおはなし会
内容／外国人による英語での手遊びや絵本の読み聞かせです。
日時／８月 29 日（火）午前 10 時 30 分～10 時 45 分
対象／０～５歳のお子さんと保護者

●夏休み親子で楽しむおはなし会
日時／７月 28 日（金）
、８月 24 日（木）
午前 11 時～11 時 30 分
対象／０～４歳児と保護者
●夏休みおはなし会
日時／７月 28 日（金）午後３時～３時 30 分
対象／５歳～小学生
●夏の夜のこわいおはなしの会
内容／秘密の入り口から入り、こわい話でひんやり
日時／８月８日（火）午後７時～８時
対象・定員／小学生以上 先着 30 人
会場／京浜急行弘明寺駅改札集合
申込／７月 25 日（火）午前９時 30 分～ 窓口または電話で
●生き物いっぱい！おはなし会
日時／８月 24 日（木）午後３時～３時 30 分
対象／５歳～小学生

戸塚図書館

保土ケ谷図書館 ０４５（３３３）１３３６
●生きもののおはなし会（知ろう！伝えよう！生きもののつな
がりキャンペーン 2017）
内容／生きものに関する絵本の読み聞かせをします。
日時／８月２日（水）午後３時 30 分～
対象／ひとりでおはなしを聞けるお子さん（幼児から小学生）
協力／横浜市環境創造局政策課
●夏休みおはなし会（全３回）
内容／絵本、紙芝居の読み聞かせや、すばなしなどをします。
日時／８月９日（水）
、８月 16 日（水）
、８月 23 日（水）
午後３時 30 分～
対象／ひとりでおはなしを聞けるお子さん（幼児から小学生）

緑図書館 ０４５（９８５）６３３１

０４５（８６２）９４１１

●夏休みドキドキおはなし会
内容／ボランティアグループによる、小学生のための夏休み特
別おはなし会です。絵本の読み聞かせ、ストーリーテリン
グなど、楽しいおはなしがいっぱい。
日時・語り手／
<１>８月 16 日（水）午前 10 時 30 分～11 時 てんとうむし
<２>８月 17 日（木）午前 10 時 30 分～11 時 矢部小おはなしころころ
<３>８月 17 日（木）午後３時 30 分～４時 読み聞かせ講座受講生
<４>８月 18 日（金）午前 10 時 30 分～11 時 かながわこどもひろば
<５>８月 18 日（金）午後３時 30 分～４時 森の絵本ひろば
<６>８月 22 日（火）午前 10 時 30 分～11 時 かたり語りの会
<７>８月 22 日（火）午後３時 30 分～４時 とつかおはなしの会
会場／戸塚図書館絵本コーナー
対象・定員／小学生 当日先着 20 人
*おはなしを聞きたい小学生未満の幼児も参加できます。

＜７月・８月の休館日＞
７月 18 日(火)、８月 21 日(月)全館休館
図書特別整理のため： 7 月 4 日(火)～6
日(木)泉・磯子・神奈川・緑図書館

山内図書館 ０４５（９０１）１２２５
●やまうちとしょかん「夏のおはなし祭り 2017」
内容／地域で活動するグループによる楽しいおはなしのお祭
りです。対象年齢別の３部構成で、２日間開催します。
日時／<午前の部>８月１日（火）午前 10 時～正午頃
<夕方の部>８月１日（火）午後６時～８時頃
<午後の部>８月２日（水）午後１時～４時頃
対象／乳幼児～大人まで（プログラムにより異なります）

平成 29 年７月３日発行
編集・発行／横浜市中央図書館企画運営課
〒220-0032 横浜市西区老松町 1
TEL 045（262）7334 FAX 045（262）0052
ウェブサイト http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/
E メール
ky-libkocho-k@city.yokohama.jp
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毎月 23 日は
「市民の読書の日」！
毎年 11 月は「読書活
動推進月間」！

