横浜市立図書館
春のイベントご案内

新しいこと、本といっしょに。

平成 30 年４月 20 日（金）～５月 20 日（日）
新しいことが始まる春。横浜市立図書館では、「こどもの読書週間」（4 月 23 日～
5 月 12 日）に合わせ、子どもの読書に関わるたくさんのイベントを開催します。

ウェブページ
QR コード

子どもも大人も
どんな本を読んだらいいか
分からないときには

紙芝居がたのしい！
紙芝居は、子どもから大人まで、幅広い年代の人が
たのしむことができます。
大人の方も、童心にかえって、子どもたちと一緒に
おはなしの世界を味わいませんか？

新学期よんでみようこんな本

子ども読書の日「かみしばいの会」
（旭図書館

期間中、図書館司書が子どもの年齢(小学生～

紙芝居の日（港北図書館

４ページへ）

中学生)に合わせて選んだおすすめの本を、

わくわく座の紙芝居の会（瀬谷図書館

各図書館で展示します。

うきうき春のかみしばいまつり（鶴見図書館

お気に入りの一冊を見つけてくださいね！

ふるさと青葉の紙芝居（山内図書館

５ページへ）

わらべうたのおはなし会
わらべうたで赤ちゃんと楽しくスキンシップしてみませんか？
わらべうたを通して赤ちゃんはきずなを深めます。
また、日本語のリズムを身につけ、
「聞く」「話す」という
言葉の土台をつくることができます。
３ページへ）

絵本とわらべうたのおはなし会（鶴見図書館
こどもを育てる

あそびと

５ページへ）

おはなし！“おはなしごっこ０１２”
（山内図書館

図書館では、乳幼児向けおはなし会を定期的に行っています。
わらべうたもありますので、どうぞお出かけください。
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５ページへ）

７ページへ）

赤ちゃんといっしょに楽しみたい

親子で楽しむわらべうた（泉図書館

２ページへ）

７ページへ）

各図書館の催し
★：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

☆おひざにだっこのおはなし会
内容／わらべうた、手遊び、絵本の読み聞かせな
ど、親子で一緒に楽しみませんか。
日時／５月 16 日（水） 午前 11 時～（20 分程度）
会場／中央図書館１階おはなしのへや
対象／０～３歳児とその保護者

045(262)0050

★北西線建設現場フォトコンテスト作品展
内容／東名高速道路の横浜青葉 IC・JCT と第三京
浜道路の横浜港北 JCT を結ぶ延長約７.１km
の横浜環状北西線は、2020 年に開通予定です。
昨年行われた「北西線建設現場フォトコンテ
スト」の入賞作品を展示します。道路模型も
あわせてお楽しみください。
期間／開催中～４月 22 日（日）
会場／中央図書館１階展示コーナー
共催／道路局 横浜環状北西線建設課
★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／４月 20 日（金）午前 10 時～11 時、
５月 18 日（金）午後３時～４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
●土ようびのおはなし会
内容／楽しいお話、不思議なお話、様々な絵本を
読みます。みなさまご一緒にお越しください。
日時／４月 21 日（土）
、28 日（土）
、
５月５日（土・祝）、12 日（土）
、19 日（土）
<1>午後２時～、<2>午後２時 30 分～
（各回 20 分程度）
会場／中央図書館１階おはなしのへや
対象／<1>ひとりでおはなしを聞ける子～、
<2>小学生～
●定例おはなし会
内容／絵本を読んだり、お話をしたりします。保
護者の方もご一緒にどうぞ。
日時／４月 25 日（水）
、５月９日（水）
午後３時 30 分～ (20 分程度)
会場／中央図書館１階おはなしのへや
対象／ひとりでおはなしを聞ける子～小学生
☆春のとくべつおはなし会
内容／お子さんとおうちで読むのに適した本の
選び方読み方の紹介と、わらべうたや絵本の
おはなし会。
日時／５月２日（水）
午前 10 時 30 分～11 時 30 分
会場／中央図書館１階おはなしのへや
対象／０～３歳児とその保護者

旭図書館

045(953)1166

★●春のオープンガーデン「あさひくんの庭」
内容／屋上庭園「あさひくんの庭」の一般公開
日時／４月 21 日（土）
、22 日（日）
午前 10 時～正午、午後１時～３時
※時間内入場自由、雨天中止
☆●子ども読書の日「かみしばいの会」
日時／４月 21 日（土）
<1>午前 11 時～、<2>午後２時～
会場／旭図書館１階会議室
対象／幼児～小学生（親子で参加可）
定員／当日先着 20 人
語り手／紙芝居ボランティア「としょくん」
☆●子ども読書の日特別おはなし会
日時／４月 22 日（日） <1>午前 10 時 30 分～、
<2>午前 11 時 30 分～、<3>午後２時～
会場／旭図書館１階会議室
対象／<1><2>３歳児～（親子で参加可）、
<3>５歳児～（親子で参加可）
定員／当日先着 30 人
語り手／旭図書館司書・読み聞かせボランティア
★図書検索機使い方相談
日時／４月 26 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
講師／ＰＣどりーむ（ボランティアグループ）
☆親子で楽しむおはなし会
日時／５月 10 日（木）
、17 日（木）
午前 10 時 30 分～11 時
会場／旭図書館１階会議室
対象／０～３歳児と保護者
定員／当日先着 12 組
語り手／旭図書館司書・読み聞かせボランティア
☆●のりものおはなし会
日時／５月 20 日（日） 午前 11 時～11 時 30 分
会場／旭図書館１階会議室
対象／３歳児～（親子で参加可）
定員／当日先着 30 人
語り手／旭図書館司書・読み聞かせボランティア
2

泉図書館

●いそっぴゴールデンウィーク 2018「だいすきな
本で ほんの木をいっぱいにしよう」
内容／自分の好きなおすすめの本を、本の形の用
紙に書いてください。子どもの本のコーナー
に貼り出します。
期間／４月 21 日（土）～５月 31 日（木）
会場／磯子図書館児童フロア
●定例おはなし会
内容／司書が読み聞かせる絵本の世界を楽しん
でみませんか。
日時／４月 25 日（水）
、５月９日（水）
午後３時 30 分～
対象／一人でおはなしを聞ける子
会場／磯子図書館会議室
☆親子で楽しむおはなし会
内容／司書と一緒に、親子でできるわらべうたで
遊びます。お子さんの成長に合わせた絵本の
読み聞かせもあります。
日時／５月 10 日（木）午前 11 時～
対象／２・３歳児と保護者
定員／先着 15 組
会場／磯子図書館会議室
★市民協働展示「暮らしの中に図書館を！～本を
めぐる物語～」
内容／本にまつわる物語を集めて展示・貸出を行
います。
期間／４月 22 日（日）～５月 18 日（金）
会場／磯子図書館ロビー
協力／いそご図書館サポーターズクラブ・ほびっ
と

045(801)2251

☆●子ども読書の日記念 小学生向け春のおは
なし会
日時／４月 22 日（日）
<1>午後２時～、<2>午後３時～
※２回とも内容は同じです
会場／泉図書館２階会議室
対象／小学生（保護者同伴可）
出演／おはなしクーゲル
※各回先着 20 人にプレゼントがあります。
☆親子で楽しむわらべうた（全５回）
内容／赤ちゃんとわらべうたを楽しむ連続講座
です。講師の阪口さんの、優しい語り口も好
評です。
日時／５月 18 日（金）
、６月 15 日（金）
、７月 20
日（金）、９月 21 日（金）、10 月 19 日（金）
（８月を除く毎月第３金曜日）
各日午前 10 時 30 分～11 時
会場／泉図書館２階会議室
対象／０～１歳６か月児とその保護者
なるべく全回出席できる方
定員／先着 10 組
申込／４月 26 日（木）午前９時 30 分～
泉図書館カウンターまたは電話で
講師／阪口道子氏
☆０・１・２・３才のおはなし会
日時／４月 25 日（水）
午前 10 時 45 分～11 時 10 分
会場／泉図書館２階会議室
対象／０～３歳児とその保護者
定員／先着 10 組
申込／４月 18 日（水）午前９時 30 分～
泉図書館カウンターまたは電話で

磯子図書館

神奈川図書館

045(434)4339

★大人のための朗読会
内容／文学作品の朗読を行います。
濱本久子作「母の後ろ髪」
志賀直哉作「菜の花と小娘」ほか６編
日時／４月 21 日（土）午後３時～４時
会場／神奈川図書館会議室
対象／一般
出演／朗読の会クローバー
☆親子おはなし会
内容／絵本のよみきかせや、わらべうた、てあそ
びをします。
日時／４月 24 日（火）午前 11 時～11 時 30 分
会場／神奈川図書館会議室
対象／０～２歳児とその保護者
定員／当日先着 15 組
●おはなし会カードリニューアル記念！スペシ
ャルおはなし会
内容／おはなし会に参加するとスタンプがもら
える「おはなし会カード」が新しくなるよ！
おはなし会のあとには、自分で借りる本を
「ピッ」とする貸出体験ができます。
日時／５月８日（火）

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。
日時／<1>４月 20 日（金）、<2>５月 18 日（金）
午前 10 時～12 時 30 分
テキスト／<1>第 64 回
『新版 大空襲５月 29 日』
今井清一／著（有隣新書）
、<2>第 65 回『北
原白秋』今野真二／著 (岩波新書)
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
磯子図書館カウンターまたは電話で
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）
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<午後３時 30 分～> おはなし会
<午後４時～> 貸出体験
※貸出体験ができるのはおはなし会に参加
したお子さんだけです。
※図書館カードの登録が必要です。
会場／神奈川図書館会議室
対象／３歳～小学２年生
定員／当日先着 20 人

金沢図書館

港南図書館

045(841)5577

☆●定例おはなし会 おはなし・にこっと
日時／４月 22 日（日）
<1>午後２時 30 分～２時 50 分、<2>午後３時
～３時 30 分
対象／<1>３歳～大人、<2>５歳～大人
会場／港南図書館会議室
☆定例おはなし会 おはなしくまさん
日時／４月 27 日（金）
、５月 11 日（金）
<1>午前 10 時～10 時 20 分、<2>午前 10 時 40
分～11 時
対象／<1>０歳児～と保護者、<2>２歳児～と保護
者
会場／港南図書館会議室
☆●おはなしいっぱい
内容／港南図書館でおはなし会を開いているボ
ランティア４団体の合同おはなし会
日時／５月 13 日（日）
<1>午前 10 時～10 時 20 分 金色ポケット
<2>午前 10 時 30 分～10 時 50 分 おはなしくまさん
<3>午前 11 時～11 時 25 分 おはなし・にこっと
<4>午前 11 時 35 分～正午 おはなしひろばの会
対象／<1><2>０～４歳児と保護者、<3><4>３歳く
らい～大人 ※<1><2>は保護者同伴
定員／各回 50 人
会場／港南図書館会議室

045(784)5861

☆おひざにだっこのおはなし会
内容／毎月１～２歳児を対象とした親子おはな
し会を行っています。手遊び・わらべうたや
読み聞かせを行います。
日時／４月 25 日（水）
、５月 23 日（水）
午前 10 時 30 分～11 時
会場／金沢図書館１階多目的室（エレベーター横）
対象／１～２歳の乳幼児と保護者
定員／各日先着 15 組
申込／<４月 25 日分>４月 12 日（木）午前９時 30
分～、<５月 23 日分>５月 11 日（金）午前９
時 30 分～
金沢図書館カウンターまたは電話で
☆●子ども読書の日いろいろな本を楽しもう!
内容／子ども読書の日を記念して子どもの本を
楽しむ事業を実施します。
日時／４月 29 日(日・祝)
<1>午前 10 時 30 分～11 時（おひざにだっこ
のおはなし会）、<2>午後１時 30 分～２時（お
はなし会）
、<3>午後２時 15 分～３時（いろ
いろな本を楽しむ会）
会場／金沢図書館１階多目的室（エレベーター横）
定員／<1>申込み先着 15 組、<2><3>当日直接お越
しください
対象／<1>乳幼児と保護者、<2>幼児と小学生、
<3>小学生～
申込／<1>４月 19 日（木）午前９時 30 分～
金沢図書館カウンターまたは電話で
★図書館開館記念日お祝い企画『本の福袋』
内容／５月の金沢図書館開館記念日をお祝いし
て開催します。司書が工夫したテーマに沿っ
た２～３冊の本を福袋にしました。興味のあ
るテーマが見つかったらお借りになってみ
てください。入っている本は開けてみてのお
楽しみ！おひとり様１袋まで借りられます。
日時／５月 12 日（土）
、13 日（日）
午前９時 30 分～なくなり次第終了。
会場／金沢図書館１階ロビー
●おはなし会
内容／月に１度、ひとりでおはなしを聞ける子を
対象としたおはなし会を行っています。
日時／５月 16 日（水）午後３時 30 分～４時
会場／金沢図書館１階多目的室（エレベーター横）
対象／ひとりでおはなしを聞くことができる子

港北図書館

045(421)1211

★☆●紙芝居の日
日時／４月 21 日（土）
、５月 19 日（土）
午後３時～３時 30 分
会場／港北図書館１階こどものほんのへや
対象／どなたでも
出演／<４月 21 日>ひげの紙芝居おじさん（大森
さん）、<５月 19 日>なつかし亭岸本さん
★港北ふるさと映像上映会
内容／鶴見神社の田祭り
日時／４月 22 日（日） 午前 11 時～正午
会場／港北図書館２階会議室Ａ
対象／一般
主催／港北図書館・港北ふるさとテレビ局
☆●ひよこのおはなし会
内容／絵本の読み聞かせやわらべうたで遊びま
す。
日時／４月 26 日（木）
、５月 10 日（木）
午前 11 時～11 時 30 分
会場／港北図書館２階会議室Ａ
対象／１～３歳児と保護者
定員／当日先着 15 組
読み手／<４月 26 日>港北図書館司書、<５月 10
日>ひよこのおはなし会ボランティア
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★大人のための朗読会
内容／小松左京「むかしばなし」ほか
日時／４月 28 日（土） 午後３時～４時
会場／港北図書館２階会議室Ａ
対象／一般
出演／朗読の会ビブロ
★朗読の部屋
内容／佐野洋子「母の日って何だっけ」ほか
日時／５月 12 日（土） 午後３時～４時
会場／港北図書館２階会議室Ａ
対象／一般
出演／朗読グループ NEXUS
●ひろばおはなし会
日時／５月 16 日（水） 午後３時～３時 30 分
会場／港北図書館１階こどものほんのへや
対象／３～６歳児
読み手／港北図書館司書
☆●一土(いちど)のおはなし会
内容／東京子ども図書館編「ついでにペロリ」ほ
か
日時／５月５日（土・祝）午後３時～３時 30 分
会場／港北図書館２階会議室Ａ
対象／小学生～大人
出演／港北おはなしネットワーク

栄図書館

☆ひよこのおはなし会
内容／わらべうたと絵本の読み聞かせを、お子さ
んと楽しみましょう。
日時／４月 25 日（水）
、５月 17 日（木）
午前 11 時～11 時 30 分
対象／乳幼児（０～３歳）とその保護者
定員／各日先着 15 組
申込／<４月 25 日分>４月５日（木）午前９時 30
分～、<５月 17 日分>５月 10 日（木）午前９
時 30 分～ 瀬谷図書館カウンターまたは電
話で 定員になり次第締切

都筑図書館

☆●絵本を読んであげますよ～
内容／つどおう(つづきっこ読書応援団)ＪｉＪ
ｉＢａＢａ隊のみなさんが絵本コーナーで
読み聞かせをします。おすすめの絵本も紹介
します。赤いバンダナをした方に声をかけて
ください。
日時／４月 21 日（土）
、５月 19 日（土）
午前 10 時 30 分～正午
会場／都筑図書館えほんコーナー
協力／つどおうＪｉＪｉＢａＢａ隊
☆くまさんのおはなし会（定例親子おはなし会）
内容／わらべうたを中心としたプログラムを準
備しています。ぜひご参加ください！
日時／５月 10 日（木）
<1>午前 10 時～、<2>午前 10 時 45 分～
対象／<1>０、１歳児および保護者
<2>２、３歳児および保護者
会場／都筑図書館対面朗読室
定員／各回先着 10 組
申込／４月 26 日（木）午前９時 30 分～
都筑図書館カウンターまたは電話で
●定例おはなし会
日時／５月 16 日（水）午後３時 30 分～４時
会場／都筑図書館対面朗読室
対象／ひとりでおはなしをきける子
※保護者の方の入場は事前にご相談ください。

045(891)2801

☆親子のおはなし会
内容／わらべうた・絵本の読み聞かせなどをしま
す。
日時／４月 24 日（火） 午前 11 時～11 時 20 分
会場／栄図書館２階会議室
対象／４か月～３歳児と保護者
☆●春のはまっ子おはなし会
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／４月 28 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

瀬谷図書館

045(948)2424

045(301)7911

鶴見図書館

☆●わくわく座の紙芝居の会
内容／毎年好評の、楽しい紙芝居のおはなし会。
やってみたい人のための紙芝居の実演タイム
もあります。やり方は、わくわく座さんに聞い
てみよう！
日時／４月 22 日（日）
<1>午前 11 時～11 時 15 分、<2>午前 11 時 15
分～11 時 30 分、<3>午前 11 時 30 分～正午
対象／<1>小さい子むけ（２・３歳～）
、<2>みん
なで楽しむ実演タイム、<3>大きい子むけ
（５・６歳～）
保護者同伴可
会場／瀬谷図書館会議室
出演／紙芝居「わくわく座」

045(502)4416

☆絵本とわらべうたのおはなし会
内容／わらべうたで遊んだり、絵本を読んだりし
ます。
日時／４月 24 日（火） <1>午前 10 時 30 分～11
時、<2>午前 11 時～11 時 30 分
対象／<1>０歳児と保護者、<2>１歳児～と保護者
会場／鶴見図書館会議室
☆●うきうき春のかみしばいまつり
内容／紙芝居つるかめ座による未就学児親子向
けの紙芝居の会です。
日時／４月 28 日（土）午前 11 時～11 時 30 分
対象／３歳～（ご家族も可）
会場／鶴見図書館会議室
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●土よう日のおはなし会
内容／絵本の読み聞かせやすばなし（本を見ない
でおはなしを語ること）などを行います。
日時／５月 12 日（土）午後３時～３時 30 分
対象／幼児と小学生
会場／鶴見図書館絵本コーナー

戸塚図書館

対象／１歳児～とその保護者
語り手／中図書館司書・ボランティアグループモ
ックの会
●定例おはなし会
日時／５月２日（水）、16 日（水）
午後３時 30 分～４時
会場／中図書館２階会議室
対象／３歳児～（大人の方もどうぞ）
語り手／ボランティアグループモックの会・こと
りの会

045(862)9411

●「子ども読書の日」わくわくおはなし会
日時／４月 21 日(土)
<1>午前 10 時 30 分～、
<2>午前 11 時 30 分～、
<3>午後２時～
会場／戸塚図書館絵本コーナー
対象／小学生
※おはなしを聞きたい小学生未満の幼児も
参加できます
語り手／<1>かたり語りの会、<2>おはなしパレッ
ト戸塚、<3>とつかおはなしの会
●ちっちゃなおはなし会
日時／５月 11 日（金） 午前 11 時～11 時 30 分
会場／戸塚地区センター和室
対象／１～３歳児と保護者
●土曜ニコニコおはなし会
日時／５月 12 日（土） 午後２時～２時 30 分
会場／戸塚図書館絵本コーナー
対象／４歳児～小学校低学年
語り手／ボランティアグループ：かもめおはなし
の会
●定例おはなし会
日時／５月 16 日（水） 午後３時 30 分～４時
会場／戸塚図書館絵本コーナー
対象／４歳児～小学校低学年
※おはなしを聞きたい４歳未満の幼児も参加で
きます。
★戸塚図書館開館 40 周年記念講座「東海道と戸
塚の明治・大正・昭和 ～宿場町からベッドタウ
ンへ～」
講師／岡田直氏（横浜都市発展記念館調査研究員）
日時／５月 19 日（土）午後２時～４時
会場／戸塚地区センター２階会議室Ａ
定員／60 人（先着）
申込／４月 25 日（水）午前９時 30 分～
戸塚図書館カウンターまたは電話で

中図書館

保土ケ谷図書館

045(333)1336

●定例おはなし会
内容／絵本、紙芝居の読み聞かせなどをします。
日時／５月 16 日（水）午後３時 30 分～
対象／ひとりでおはなしを聞ける子（幼児～小学
生）
会場／保土ケ谷図書館２階会議室
☆定例親子おはなし会
内容／絵本の読み聞かせ、わらべうたや手遊びを
お子さんといっしょに楽しみましょう。
日時／５月 17 日（木）<1>午前 10 時 30 分～、
<2>午前 11 時～
※２回とも内容は同じ
対象／０～２歳児と保護者
会場／保土ケ谷図書館２階会議室

緑図書館

045(985)6331

●土曜日のおはなし会
日時／４月 28 日（土）
、５月 26 日（土）
午後３時 30 分～
会場／緑図書館会議室
対象／３歳児～
定員／当日先着 20 人
語り手／緑図書館おはなしボランティア
☆●第 11 回みどりおはなしフェスタ
内容／緑図書館と緑区地域子育て支援拠点いっ
ぽを中心に、子どもと一緒に絵本やおはなし
を楽しむイベントを開催します。スタンプラ
リーやおはなし会、講座など盛りだくさんで
す！詳しくは、緑区地域子育て支援拠点いっ
ぽのホームページをご覧ください。
http://www.midori-ippo.com/
期間／５月１日（火）～６月２日（土）
☆親子で楽しむおはなし会
日時／５月９日（水）午前 11 時～
会場／緑図書館会議室
対象／２・３歳児と保護者
定員／当日先着 12 組
語り手／緑図書館司書・ボランティア
☆赤ちゃんと楽しむおはなし会
日時／５月 16 日（水）
<1>午前 10 時 30 分～、<2>午前 11 時 15 分～

045(621)6621

☆親子おはなし会 このほんよんで！
内容／絵本を読んだり、手遊びやわらべうたを歌
ったり… お父さんお母さんのおひざの上
でどうぞ！
日時／４月 24 日（火）
、28 日（土）
、５月８日（火）
午前 10 時 30 分～11 時
会場／中図書館１階絵本コーナー
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会場／緑図書館会議室
対象／０・１歳児と保護者
定員／各回当日先着 12 組
語り手／緑図書館司書・ボランティア

南図書館

山内図書館

045(901)1225

●春の特別！英語でおはなし会
内容／新学期の季節、英語でおはなし会をやりま
す！
日時／４月 22 日（日） 午前 11 時～
会場／山内図書館集会室
対象／ひとりでおはなしを聞ける子（５歳児～）
●定例おはなし会
日時／４月 25 日（水）
、５月９日（水）
午後３時 30 分～
対象／ひとりでおはなしを聞ける子（３歳児～）
会場／山内図書館集会室
☆定例親子おはなし会
日時／４月 27 日（金）
、５月 11 日（金）
<1>午前 11 時～ <2>午前 11 時 30 分～
対象／１歳児～とその保護者
会場／山内図書館集会室
☆こどもを育てる あそびと おはなし！“おは
なしごっこ０１２”
内容／わらべうたや絵本を通じ親子で楽しくふ
れあいましょう。
日時／４月 26 日、５月 24 日、６月 28 日、７月
26 日、８月 23 日、９月 27 日 毎月第４木曜
日、全６回 午前 10 時 30 分～11 時 45 分
※交流タイムを含みます
会場／山内図書館集会室
対象／全回参加できる市内在住の０～２歳児と
保護者
定員／15 組
費用／1,200 円(テキスト材料費)（６回分）
申込／受付中～４月 14 日（土）
<1>山内図書館カウンター
<2>山内図書館ＨＰ申込フォーム
抽選し、当選者のみ連絡します。
講師・共催／ＮＰＯ法人語り手たちの会“おはな
しごっこ０１２”チームよこはま
★●ふるさと青葉の紙芝居
内容／青葉区に伝わる民話を紙芝居で紹介する
「あおば紙芝居一座」による口演。今回の演
目は「水神姫」。
日時／５月 20 日（日）
<1>午後２時～、<2>午後２時 40 分～
会場／山内図書館集会室
対象／<1>幼児 、<2>小学校中学年～
協力／あおば紙芝居一座、ひろたりあん通信

045(715)7200

★☆●絵本『エアポートきゅうこう はっしゃ！』
ができるまで 作者みねおみつトークショー
内容／京浜急行の電車が登場する絵本の作者が、
取材の様子などをお話ししてくれます。
日時／４月 29 日（日・祝） 午後２時～４時
会場／南図書館会議室
対象／５歳以上
定員／40 人（先着順）
申込／４月 11 日（水）午前９時 30 分～
南図書館カウンターまたは電話で
★大人のための図書館バックヤードツアー
内容／図書館の内側もご案内。本の上手な探し方
がわかります。
日時／５月 12 日（土） 午後２時～３時 30 分
対象／一般
定員／10 人（先着順）
申込／４月 25 日（水） 午前９時 30 分～
南図書館カウンターまたは電話で
☆週末に親子で楽しむおはなし会
内容／わらべうたや絵本の読み聞かせを楽しみ
ましょう。
日時／５月 12 日（土）午前 10 時～10 時 30 分
対象／０～４歳児と保護者
会場／南図書館会議室
語り手／南図書館司書
★☆●土曜日のおはなし会
日時／５月 12 日（土）午前 11 時～11 時 30 分
対象／５歳児～一般
会場／南図書館会議室
語り手／おはなし南の会
☆親子おはなし会
日時／５月 15 日（火） <1>午前 10 時 30 分～11
時、<2>午前 11 時 30 分～正午
対象／<1>０～２歳児と保護者、<2>２～４歳児と
保護者
会場／南図書館会議室
語り手／市民グループ「子どもと本」

横浜市立図書館の公式 Twitter アカウント
図書館に関する様々な情報をツイートしていきます。
ぜひ、フォローしてください。
アカウント名：@yokohama_lib（横浜市立図書館）
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おひざにだっこで楽しむ絵本

「おひざにだっこで楽しむ絵本」は、各区の４か月児健診で配布しているパンフレットです。
０～３歳児向けのわらべうたや絵本リスト、保護者の方に役立つ図書館案内を掲載していま
す。市立図書館 18 館でも配布中。
図書館には、パンフレット掲載の絵本を中心に集めた「初めて出会う絵本」コーナーがあり
ます。どんな本を読んでいいか迷った時に、ぜひご活用ください。

横須賀市の図書館で本を借りることができるようになりました
（４月３日から）
横浜市民の皆様は、川崎市・鎌倉市・藤沢市・大和市に加え、横須賀市の図書館でも直接本
を借りることができるようになりました。
各市の図書館で利用登録してください。ご住所の確認できる証明書が必要です。

市立図書館

一覧
市外局番は（045）です

図書館名

住所

電話

ﾌｧｯｸｽ

中央図書館

〒220-0032 西区老松町 1

262-0050 262-0052

旭図書館

〒241-0005 旭区白根四丁目 6-2

953-1166 953-1179

泉図書館

〒245-0016 泉区和泉町 6207-5

801-2251 801-2256

磯子図書館

〒235-0016 磯子区磯子三丁目 5-1

753-2864 750-2528

神奈川図書館

〒221-0063 神奈川区立町 20-1

434-4339 434-5168

金沢図書館

〒236-0021 金沢区泥亀二丁目 14-5

784-5861 781-2521

港南図書館

〒234-0056 港南区野庭町 125

841-5577 841-5725

港北図書館

〒222-0011 港北区菊名六丁目 18-10

421-1211 431-5212

栄図書館

〒247-0014 栄区公田町 634-9

891-2801 891-2803

瀬谷図書館

〒246-0015 瀬谷区本郷三丁目 22-1

301-7911 302-3655

都筑図書館

〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央 32-1

948-2424 948-2432

鶴見図書館

〒230-0051 鶴見区鶴見中央二丁目 10-7

502-4416 504-6635

戸塚図書館

〒244-0003 戸塚区戸塚町 127

862-9411 871-6695

中図書館

〒231-0821 中区本牧原 16-1

621-6621 621-6444

保土ケ谷図書館 〒240-0006 保土ヶ谷区星川一丁目 2-1

333-1336 335-0421

緑図書館

〒226-0025 緑区十日市場町 825-1

985-6331 985-6333

南図書館

〒232-0067 南区弘明寺町 265-1

715-7200 715-7271

山内図書館

〒225-0011 青葉区あざみ野二丁目 3-2

901-1225 902-4492
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