
図 書 館 で 夏 休 み ! 

図書館でサイエンス! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成30年７月18日（水）～８月31日（金） 

「図書館deＹＥＳ！」は横浜市温暖化対策統括本部と図書館が 
共催する、子ども向けの温暖化を考えるイベントです。 

○ソーラーパネル工作～ソーラーカー（旭、瀬谷） 
●ソーラーパネル工作～ソーラーバッタ（泉、中） 
○夏休みリサイクル工作教室（神奈川） 
●ふしぎなペットボトル水族館を作ろう！！（金沢） 
○なつやすみ工作・実験教室（港南） 
●海藻おしばづくり（鶴見） 
○太陽光と勝負！ (緑) 

夏 休 み 科 学 遊 び の 会 
横浜サイエンスフロンティア高等学

校・附属中学校の図書委員が科学遊び

を紹介してくれます！（鶴見） 

森の中のプレイパークイベント 
「森の中のプレイパークイベント」は、環境創造局と図書館が共催
する、自然の不思議やしくみを学ぶイベントです。 

公園にある自然を発見し、探偵事務所(図書館)の

本を使って謎を解き明かします。 

(瀬谷、都筑、鶴見、中、保土ケ谷) 

 

おもしろ科学の本であそぼう！ 

科学の本を使って手品や実験をします。 
（山内） 

横浜市立図書館  

夏のイベントご案内   

似てる？似てない？ワンダフルな仲間たち～日本の犬とアフリカの犬～ 

アフリカの犬リカオンと日本の犬のちがいはなんだろう？よこはま動物園ズーラ

シアの飼育員さんたちが教えてくれます。（緑） 

図書館ではさまざまな夏のイベントを開催します。表紙では子ども向けのサイエンスイベント

をご紹介します。詳しくは中をご覧ください。その他のイベントもたくさんご用意しています。 

環境パネル展「クマたちのふるさと」クイズラリー 

中央図書館のパネル展示と野毛山動物園の展示を

ヒントに、ツキノワグマなどに関するクイズにチャ

レンジしてみよう！（中央） 
 
 
 

めざせ！水博士！！ 
戸塚ポンプ場見学＆図書館で大研究 

戸塚図書館の地下にあるポンプ場を見学

し、図書館で水に関するクイズに挑戦しま

す。（戸塚） 
 

生きもののおはなし会 
生物多様性や生きものに関する

特別なおはなし会をします。 
（磯子、港南、戸塚、中、南） 

図書館 de 
ＹＥＳ！ 
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中央図書館 

★環境パネル展「クマたちのふるさと」クイズラリー 

期間／７月 18 日(水)～8 月 19 日(日)  

会場／中央図書館、野毛山動物園 

対象／小学生 

共催／西区区政推進課、野毛山動物園 

 

■高校生向け背表紙川柳講座「５７５」 

図書館にある本の背表紙を使って、川柳を作ってみません

か？ 

日時／7 月 26 日(木) 午後１時 30 分～ 

会場／１階おはなしのへや 

対象／横浜市内在住の高校生 

定員／20 人(先着順) 

申込／受付中 

  (受付方法) 中央図書館１階５番ヘルプデスク、電話、メー

ル (宛先)ky-libgyoji@city.yokohama.jp 

氏名、学年、連絡先 をお知らせください。 

   

★夜のミステリーこわいおはなし会 

こわいおはなし会と子どもたちだけでのきもだめし！ 

日時／8 月 3 日(金) 午後 7 時～8 時 

会場／中央図書館のどこか 

対象／小学校３～６年生とその保護者 

定員／25 組（先着順） 

申込／7 月 11 日(水)午前 9 時 30 分から 

  (受付方法) 中央図書館１階５番ヘルプデスクまたは電話 

保護者氏名、電話番号、参加する子どもの氏名と学年をお

知らせください。 

 

旭図書館 
★図書館 de YES！ 作って学ぼう！ペットボトルソーラーカー 

太陽電池で動くペットボトル製の車の模型を作りながら、地

球温暖化について学びます。 

日時／７月 29 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３年生～６年生 

定員／15 人(先着順) 

申込／7 月 11 日(水)午前 9 時 30 分から 

  (受付方法)旭図書館窓口または電話 

   *保護者の見学不可。定員に達し次第受付終了。 

 

☆★夏休みわくわくおはなし会（こどもおはなし会） 

絵本の読み聞かせ・紙芝居など。 

日時／７月 25 日(水)、８月１日(水)、８月８日（水） 

各日午前 11 時～11 時 30 分 

会場／旭図書館 1 階会議室 

対象／３歳以上（親子で参加可） 

定員／各日 30 人(先着順) 

 

☆★夏休みわくわく特別おはなし会（こどもおはなし会） 

絵本の読み聞かせ・紙芝居など 

日時／８月 15 日(水) <1>午前 10 時 30 分～11 時 

<2>午前 11 時 30 分～正午 

会場／旭図書館 1 階会議室 

 

対象／3 歳以上（親子で参加可） 

定員／各回 30 人(先着順) 

 
泉図書館 

★図書館 de YES！ 工作教室 作ろう学ぼうソーラーバッタ  

ソーラーバッタを作って太陽光発電のしくみを学ぼう！ 

日時／８月２日(木) 午前 10 時～正午 

会場／泉図書館２階会議室 

対象／小学校４～６年生 

定員／16 人(先着順) 

申込／７月 19 日(木)午前９時 30 分から 

  (受付方法)泉図書館窓口または電話 

 

★夏休み図書館探検隊 

カウンターのお仕事体験や調べものクイズをしたり、ふだん

は入れない図書館の裏側を見学します。 

日時／７月 26 日(木) 午前 10 時～正午 

会場／泉図書館２階会議室 

対象／小学校１～３年生 

定員／12 人(先着順) 

申込／７月 13 日(金)午前９時 30 分から 

  (受付方法)泉図書館窓口または電話 

 

★小学生向けバックヤードツアー 

ふだんは入れない図書館の裏側をご案内します。 

日時／８月 9 日(木) 午前 10 時 30 分～11 時 30 分 

会場／泉図書館２階会議室 

対象／小学生 

定員／20 人(先着順) 

申込／７月 24 日(火)午前９時 30 分から 

  (受付方法)泉図書館窓口または電話 

 

磯子図書館 
☆★夏休み特別おはなし会 

今年は”いきものだいすき！”をテーマに開催します。 参加

者には、すてきなプチプレゼントがあります。 

日時／7 月 25 日（水）、8 月 8 日（水） 

<１>午後２時 30 分～<２>午後３時～ 

会場／磯子図書館会議室 

対象／<１>３歳～小学１年生 <２>小学生 

協力／よこはまおはなしの会 

 

★小学生のための図書館の仕事体験  

低学年には、カウンターの仕事体験、夏休みによむのにピッ

タリのおもしろい本の紹介。 高学年には、本の上手な探し方、

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。 

日時／<1>7 月 24 日(火) <2>7 月 31 日(火)  

各日午前 10 時～11 時 45 分 

会場／磯子図書館 

対象／<1>小学校１～３年生 <2>4～6 年生 

定員／<1>15 人(先着順) <2>12 人(先着順) 

申込／7 月 11 日(水)午前９時 30 分から 

  (受付方法)磯子図書館へ電話で。 

 

☆親子向け ★子ども向け ■ティーンズ向け ●大人向け 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。 

＊特に記載がある場合を除いて、各行事への参加は無料です。また、市外の方もご参加いただけます。 

 

各 図 書 館 の 催 し 

mailto:ky-libgyoji@city.yokohama.jp
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■中学生のための図書館の仕事体験 

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７日(火) 午前９時～正午 

会場／磯子図書館 

対象／中学生 

定員／６人(先着順) 

申込／７月 11 日(水)午前９時 30 分から 

  (受付方法)磯子図書館窓口または電話 

 

☆おいしいおはなしよみきかせ会 

思わずお腹がぐ～っとなりそうなおいしいお話のあと、お話

の中に出てきた食べ物をみんなでいただきます。 

※食物アレルギーのあるお子さんは当日ご相談ください。 

日時／８月 23 日(木) 午前 11 時～11 時 30 分 

会場／磯子図書館会議室 

対象／未就学児と保護者 

定員／30 組 

共催/磯子福祉保健センター健康づくり係 

 
神奈川図書館 

★図書館 de YES！ 夏休みリサイクル工作教室 

リサイクル工作で地球温暖化を考えよう！クイズで省エネ

について学んだ後、牛乳パックを使った小物入れなどを作り

ます。 

日時／7 月 31 日(火) 午後２時～３時 30 分 

会場／神奈川図書館会議室 

対象／小学校１～３年生 

定員／20 人(先着順) 

申込／7 月 12 日(木)午前９時 30 分から 

  (受付方法)神奈川図書館窓口または電話 

  

★はじめてのとしょかんたんけん 

図書館はどんなところ？本ってどうやってさがすの？みん

なで神奈川図書館を探検してみよう！おはなし会や貸出体験

もあります。 

日時／７月 25 日(水) 午前 10 時～11 時 30 分 

会場／神奈川図書館 

対象／小学校１・２年生 

定員／15 人(先着順) 

申込／７月４日(水)午前９時 30 分から 

  (受付方法)神奈川図書館窓口または電話 

 

★小学生のための夏休み１日図書館員 

カウンターに立って貸出・返却をしたり、本を探したりする

など、図書館の仕事にチャレンジしてみませんか?ふだんは入

れない書庫の見学もできます。 

日時／<1>７月 26 日（木) <2>７月 27 日（金） 

各日午前 10 時～正午 

会場／神奈川図書館 

対象／<1>小学校３・４年生 <2>小学校５・６年生 

定員／各回 12 人(先着順) 

申込／７月 11 日(水)午前９時 30 分から 

  (受付方法)神奈川図書館窓口または電話 

  

金沢図書館 
★図書館 de YES！ ふしぎなペットボトル水族館を作ろう！！ 

図書館で工作をしながら自然環境について学びませんか? 

「のじま自然観察探見隊」の方をお迎えして講座を行います。 

日時／７月 25 日(水) 午後２時～３時 30 分 

会場／金沢図書館多目的室 

対象／小学校１～３年生 

定員／15 人(先着順) 

持ち物／ハンドタオル 

申込／７月 13 日(金)午前９時 30 分から 

   (受付方法)金沢図書館窓口または電話 

    

★一日図書館員  

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／<1>７月 26 日(木)<2>７月 27 日(金) <3>８月１日(水) 

各日午前 10 時～正午 

会場／金沢図書館多目的室 

対象／<1>小学校１・２年生<2>３・４年生<3>５・６年生 

定員／各日 14 人(先着順) 

申込／7 月 12 日(木)午前９時３０分から 

  (受付方法) 金沢図書館へ電話 

   

☆★■●かみしばいを楽しもう！ 

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／7 月 31 日(火) 午後 1 時 30 分～2 時 10 分 

会場／金沢図書館多目的室 

対象／幼児から一般 

定員／30 人(先着順) 

協力／かなみん 

 

■夏のボランティア体験～中学生・高校生のための～ 

図書館の仕事ってどんなイメージがありますか?貸出・返却

だけでなく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２日(木) 午前 10 時～午後 4 時 

会場／金沢図書館多目的室 

対象／中学生・高校生 

定員／4 人(先着順) 

申込／７月 19 日(木)午前９時 30 分から 

  (受付方法)金沢図書館窓口または電話 

    

★こわ～いおはなし会 

閉館後の薄暗い図書館で怖いお話を楽しんでいただきます。 

日時／８月 24 日(金) 午後７時 30 分～８時 

会場／金沢図書館 1 階児童コーナー 

対象／小学生以上（小学生は保護者同伴） 

定員／30 人(先着順) 

申込／8 月 16 日(木)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 金沢図書館窓口または電話 

  氏名、電話番号、学年、保護者同伴の有無 をお知らせください。 

協力／みどりのたね 

  

港南図書館 
★図書館 de YES！ なつやすみ工作・実験教室 

ソーラーオルゴール工作と節電・省エネ実験をします。 

日時／７月 26 日(木)  午前 10 時～11 時 45 分 

会場／港南図書館会議室 

対象／小学校１～３年生 

定員／20 人 

申込／７月 12 日(木)  午前９時 30 分から 

  (受付方法)港南図書館窓口または電話 

 

★図書館の仕事にチャレンジしよう！～小学生～ 

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 24 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>５・６年生 

定員／各回 10 人 

申込／7 月 11 日(水）午前 9 時 30 分から 

  (受付方法) 港南図書館窓口または電話 
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■図書館でボランティア 

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 25 日（水） 午前 10 時～午後 3 時 

会場／港南図書館 

対象／中学生 

定員／５人 

申込／７月 11 日（水）午前９時 30 分から 

  (受付方法) 港南図書館窓口または電話 

 

★夏休み！たのしい本しょうかいします～ブックトークの会 

港南図書館の司書が、小学生におすすめの本をブックトーク

で紹介します。 

日時／8 月 1 日(水)<1>午前 10 時～ <2>午前 10 時 45 分～ 

<3>午前 11 時 30 分～ 

会場／港南図書館会議室 

対象／<1>小学校１・２年生 <2>３・４年生 <3>５・６年生 

 

★夏のとくべつおはなし会  

日時／8 月 8 日(水)  午前 10 時 30 分～11 時 

会場／港南図書館 

対象／一人で聞ける子から小学生 
 

港北図書館 
★図書館たんけんたい 

図書館の見学や仕事が、体験できます。 

日時／<1>７月 31 日(火) <2>８月２日(木) 

 各日午前 10 時～正午 

会場／港北図書館２階会議室 

対象／<1>小学校１・２年生 <2>小学校３～６年生 

定員／各日 15 人(先着順) 

申込／７月 19 日(木)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 港北図書館窓口または電話 

   

■●港北ふるさと映像上映会 

「ハマ線 100 年物語」などを上映予定です。 

日時／７月 22 日(日) 午前 11 時～正午 

会場／港北図書館２階映像資料室 

対象／中学生以上 

共催／港北ふるさとテレビ局  

協力／港北図書館友の会・ワークショップ.ピリオド 

 

●日吉台地下壕パネル展 

期間／７月 29 日(日)～８月 26 日(日)  

  *８月 20 日(月)は休館日 

会場／港北図書館 1 階「港北まちの情報コーナー」 

対象／一般 

共催／日吉台地下壕保存の会 

（パネル展のミニレクチャー 

日時／8 月 12 日(日)・26 日(日) 各日午後２時～４時） 

 
●日吉台地下壕 講演会 

日吉には旧帝国海軍の巨大地下壕があります。この戦争遺跡

について、講演・展示・ミニレクチャーで学んでみましょう。 

日時／８月５日(日) 午前 10 時～正午 

会場／港北図書館２階会議室 

対象／一般 

定員／30 人(先着順) 

申込／７月 20 日(金) 午前９時 30 分から 

  (受付方法) 港北図書館窓口または電話 

共催／日吉台地下壕保存の会 

 
 
 

栄図書館  
■★●夏の夜のミニコンサート 

～栄フィルと図書館がコラボしたら、素敵な音楽会になった！～ 

開館 30 周年を記念して、夜の図書館でクラシックコンサー

トを行います。 

日時／８月 25 日(土) 午後６時～７時 30 分 

会場／栄図書館 

対象／一般市民（乳幼児不可。小学生は保護者同伴のこと） 

定員／30 人(先着順) 

申込／８月 14 日(火)午前９時 30 分から 

   (受付方法) 栄図書館窓口または電話 

出演／栄フィルハーモニー交響楽団メンバーによる室内合奏団 

 

★きみも一日図書館員 低学年むけ 

図書館では、どんな仕事をしてるのかな？夏の思い出に、図

書館の仕事を体験してみよう！ 

日時／<1>７月 25 日(水) <2>８月 2 日(木) 

各日午前 10 時～正午 

会場／栄図書館 

対象／市内在住、在学の小学校１～３年生 

定員／各日 20 人(先着順) 

申込／7 月 11 日(水)午前 9 時 30 分から 

   (受付方法)栄図書館窓口または電話 

(本人もしくは家族のみ) 

 

★きみも一日図書館員 高学年むけ 

図書館では、どんな仕事をしてるのかな？夏の思い出に、図

書館の仕事を体験してみよう！ 

日時／8 月 1 日(水) 午前 10 時～正午 

会場／栄図書館 

対象／市内在住、在学の小学校 4～6 年生 

定員／20 人(先着順) 

申込／7 月 11 日(水)午前 9 時 30 分から 

  (受付方法) 栄図書館窓口または電話(本人もしくは家族のみ) 

 

瀬谷図書館 
★森の中のプレイパークイベント 

「めざせ名探偵！森のパズルを解き明かせ！」 

日時／８月８日(水) 午前９時 30 分～12 時 30 分 

会場／瀬谷図書館会議室 

対象／小学校３～６年生 

定員／20 人(先着順) 

申込／７月 25 日(水)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 瀬谷図書館窓口または電話 

 

★図書館 de YES！ ペットボトルでソーラーカーを作ろう 

簡単な工作を楽しんで、エコについて学びましょう。 

日時／８月 10 日(金) 午前 10 時 30 分～正午 

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 27 日(金)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 瀬谷図書館窓口または電話 

 

■●図書館でボランティア！書架整理コース説明会 

図書館の本棚を整頓するボランティアを募集します。 

日時／７月 27 日(金) 午後３時～４時 

会場／瀬谷図書館会議室 

対象／中学生以上 

定員／20 人(先着順) 

申込／７月 18 日(水)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 瀬谷図書館窓口または電話 

協力／瀬谷区地域振興課、瀬谷区社会福祉協議会 
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■図書館でボランティア！読み聞かせコース説明会 

８月９日(木)「納涼ひよこのおはなし会」で絵本の読み聞か

せとわらべうたをするティーンズボランティアを募集します。 

日時／８月２日(木) 午後３時 30 分～５時 

会場／瀬谷図書館会議室 

対象／中学生～19 歳 

定員／10 人(先着順) 

申込／７月 18 日(水)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 瀬谷図書館窓口または電話 

協力／瀬谷区地域振興課、瀬谷区社会福祉協議会 

 

☆★せやおはなしフェスティバル 

瀬谷区で活躍する読み聞かせボランティアグループが８月

18 日に大集合！30 分ずつ、楽しいおはなし会をしてくれま

す。せやまる（瀬谷区マスコットキャラクター）とも会えます

よ。 

日時／８月 18 日(土) 午前 10 時 20 分～11 時 30 分、 

午後１時～３時 

会場／瀬谷図書館会議室 

対象／幼児・小学生（保護者入場可） 

実演／おはなしダイヤモンド、風の会、みどりのたね、はらっ

ぱの会ほか 

共催／せやおはなしフェスティバル実行委員会 

 

★こどもアドベンチャー事業・せやっこおしごとチャレンジ

「図書館員になってみない？」 

カウンターに入って本の貸出・返却をしたり、本を探したり、

本棚に本を返したり、など図書館のお仕事を体験しよう！ 

おはなし会も楽しめますよ！ 

日時／８月 17 日(金) 午前 10 時～正午 

会場／瀬谷図書館 

対象／小学校１～３年生 

定員／15 人(抽選) 

申込／受付中～７月 11 日(水) 

<1>横浜市電子申請・届け出サービス http://www.e-

shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/navi/govT

op.do「せやっこおしごとチャレンジ （図書館員にな

ってみない？）」で検索 

<2>E メール se-jisedai@city.yokohama.jp 

<3>ハガキ〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町 190 瀬谷区

役所地域振興課「せやっこおしごとチャレンジ（図書館

員になってみない？）担当」まで①イベント名②氏名・

ふりがな③電話番号④住所⑤学校名⑥学年をお知らせ

ください。 

 

☆納涼ひよこのおはなし会 

赤ちゃんはわらべうたと絵本の読み聞かせが大好き！夏休

みティーンズボランティアがお手伝いしてくれます。今回は

きょうだいも一緒に入れます。 

日時／８月９日(木) 午前 11 時～11 時 30 分 

会場／瀬谷図書館会議室 

対象／乳幼児（０～３才）と保護者 

定員／15 組(先着順) 

申込／８月２日(木)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 瀬谷図書館窓口または電話 

協力／瀬谷区地域振興課、瀬谷区社会福祉協議会 

 
都筑図書館 

★森の中のプレイパークイベント 

      「めざせ名探偵！森のパズルを解き明かせ！」 

日時／７月 31 日(火) 午前９時 30 分～12 時 30 分 

会場／都筑区総合庁舎 6 階大会議室 A・都筑中央公園 

対象／市内在住小学校４～６年生 

定員／20 人(先着順) 

申込／７月 13 日(金)午前９時 30 分から 

  (受付方法)都筑図書館窓口または電話 

 

★●ちょっぴりこわ～い 夜のおはなし会 

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 21 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／小学生以上 

定員／20 人(先着順) 

申込／受付中 

  (受付方法)北山田地区センター（電話：045-593-8200）。 

協力／つづきっこ読書応援団（TDO=つどおう） 

 

★図書館たんけん隊 おしごとたいけんもあるよ! 

いつもは入れない図書館のうらがわをご紹介! 本を棚に並

べるお仕事も体験できます。※カウンターでのお仕事体験は

ありません。 

日時／７月 27 日(金) <1>午前 9 時 40 分～11 時 40 分 

 <2>午後 2 時 10 分～４時 10 分 

会場／都筑図書館 

対象／都筑区在住の小学校 3・4 年生 

定員／各回 15 人(先着順) 

申込／7 月 11 日(水)午前９時 30 分から 

  (受付方法)都筑図書館窓口または電話 

 

★●都筑図書館朗読会 朗読『ふた子の星』 

～宮沢賢治の作品を楽しむ～ 

夜空のきれいな星をながめるのもよいけれど、ふた子のお星

さま、ポウセとチュンセのものがたりを朗読で聞いて楽しん

でみませんか？ 

日時／8 月 12 日(日) 午後３時 30 分～４時 30 分 

会場／都筑図書館対面朗読室 

対象／子どもから大人まで 

定員／20 人(当日先着順) 

朗読協力／つづきっこ読書応援団（ＴＤＯ=つどおう） 

 

鶴見図書館 
★夏休み科学遊びの会 

日時／７月 23 日(月) <1>午前 10 時 30 分～正午  

<2>午後１時 30 分～３時 

会場／鶴見図書館会議室 

対象／<1>小学校１～３年生 <2>小学校４～６年生 

定員／各回 20 人(抽選) 

申込／７月 10 日(火)必着 (受付方法)往復はがき 

(宛先)〒230-0051 鶴見区鶴見中央 2-10-7 鶴見図書

館科学遊びの会担当宛、夏休み科学遊びの会希望、住所、氏

名（ふりがな）、学年、電話番号をご記入ください。 

  *７月 10 日(火)必着（１枚につき１人まで。複数枚申し込

み不可。前日までキャンセルが出た時点で再抽選の上、ご

連絡します） 

協力／横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 

 

★森の中のプレイパークイベント 

「めざせ名探偵！森のパズルを解き明かせ！」 

公園での昆虫、植物採集と図書館での調べもの学習。 

日時／８月１日（水）午前９時 30 分～12 時 30 分 

会場／鶴見図書館会議室、鯉ヶ渕公園 

対象／市内在住の小学校３～６年生  

定員／20 人(先着順) 

申込／７月 13 日(金)午前９時 30 分から 

(受付方法)鶴見図書館窓口または電話 
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★図書館 de YES！ 海藻おしばづくり 

海の森についてのお話と海藻を使った作品づくりです。 

日時／８月７日(火) 午後２時～３時 30 分 

会場／鶴見図書館会議室 

対象／小学校３～６年生 

定員／20 人(先着順) 

申込／７月 20 日(金)午前９時 30 分から 

  (受付方法)鶴見図書館窓口または電話 

 

☆★なつのつるたんつるぽんおはなし会 

鶴見大学学生ボランティアによるおはなし会。 

日時／8 月 17 日(金) 午後２時～３時 

会場／鶴見図書館会議室 

対象／３歳以上、ご家族みなさんでどうぞ！ 

協力／鶴見大学学生ボランティア 

 

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 

日時／８月２日(木) 午前９時 15 分～11 時 30 分 

  *歩きやすい靴とズボンを着用。荒天時は見学中止。室内で

ポンプ場、下水処理について学びます。 

会場／戸塚地区センター会議室Ｂ（戸塚図書館２階） 

対象／小学校３・４年生 

定員／12 人(先着順) ＊児童1人につき大人1人までの付き添い可。 

申込／７月 13 日(金)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 戸塚図書館窓口または電話 

共催／環境創造局栄水再生センター 

 

 

★かんたんランチづくり＆調べ学習の達人になる！ 

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 26 日(木) 午前 10 時～午後３時 

会場／戸塚地区センター料理室、会議室Ｂ（戸塚図書館２階） 

対象／小学校３～６年生 

定員／16 人(先着順) 

申込／７月 11 日(水)午後２時から 

  (受付方法)戸塚地区センターへ電話 

  (宛先)電話：045-862-9314 

共催／戸塚地区センター 

 

★知ってびっくり！お札(さつ）のひみつ 

お札(さつ)は、どうやってできるの？お札にまつわるさまざ

まなエピソードを「お札と切手の博物館」の学芸員が、わかり

やすくおしえてくれます。 

日時／7 月 31 日(火) 午前 10 時～11 時 30 分 

会場／戸塚地区センター会議室Ｂ（戸塚図書館２階） 

対象／小学校３～６年生 

定員／30 人(先着順) 

申込／7 月 11 日(水)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 戸塚図書館窓口または電話 

 

★夏休みドキドキおはなし会 

日時／<1>8 月 10 日（金）午前 10 時 30 分～11 時<2>8 月

14 日（火）午後 3 時 30 分～４時<3>8 月 16 日（木）

午前 10 時 30 分～11 時<4>8 月 17 日（金）午前 10

時 30 分～11 時<5>8 月 21 日（火）午前 10 時 30 分

～11 時<６>8 月 21 日（火）午後 3 時 30 分～４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。 

おはなしボランティアグループ／<１>かながわこどもひろば 

<２>にこにこおてんとうさん<３>かたり語りの会<４>森の絵本ひろ

ば<５>とつかおはなしの会<６>矢部小おはなしころころ 

 

★夏休みおはなし会～生きもののおはなし会～ 

日時／8 月 15 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歳以下の

お子さんも参加できます。小学校中高学年の児童も参加

できます。 

 

中図書館 
☆★生物多様性おはなし会 

生物多様性に関する特別なおはなし会をします。 

日時／７月 18 日(水) 午後３時 30 分～４時 

会場／中図書館２階会議室 

対象／３歳から（大人の方もどうぞ） 

読み手／モックの会 

 

★森の中のプレイパークイベント 

「めざせ名探偵！森のパズルを解き明かせ！」 

日時／8 月 7 日(火) 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／市内在住の小学校３～６年生 

定員／20 人(先着順) 

申込／7 月 24 日(火)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 中図書館窓口または電話 

 

★図書館 de YES！ ソーラーバッタを作って遊ぼう！ 

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

く学びます。 

日時／８月８日(水) 午前 10 時～11 時 30 分 

会場／中図書館２階会議室 

対象／小学校１・２年生 

定員／16 人(先着順)  

申込／７月 18 日(水)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 中図書館窓口または電話 

 

★小学生一日図書館員 

図書館の仕事を体験してみよう！ 

日時／ <1>７月 25 日(水) <2>７月 26 日(木) 午前 10 時～正午 

会場／中図書館 

対象／<1>小学校１・２年生 <2>３～６年生 

定員／各日 16 人(先着順) 

申込／７月 12 日(木)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 中図書館窓口または電話 

   

☆★■●第８回 本牧モック亭開演！～子どものための落語の会 

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 23 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／小学生から（大人も可） 

出演／絵書家筆之輔 

 

保土ケ谷図書館 
★森の中のプレイパークイベント 

「めざせ名探偵！森のパズルを解き明かせ！」 

公園にある自然を発見し、探偵事務所（図書館）の本を使っ

て謎を解き明かします。 

日時／８月２日(木) 午前９時 30 分～12 時 30 分 

会場／保土ケ谷図書館 

対象／小学校３～６年生 

定員／20 人(先着順) 

申込／７月 12 日(木)午前９時 30 分(受付方法)保土ケ谷図書

館窓口または電話(申込は本人または家族のみ) 
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★一日図書館員 

カウンターでのお仕事や本を並べる仕事を体験できます。 

日時／<1>７月 24 日(火) <2>７月 25 日(水) <3>７月 26 日

(木) <4>７月 27 日(金)各日午前 10 時～11 時 30 分 

会場／保土ケ谷図書館 

対象／小学校１～４年生 

定員／各日 15 人(先着順) 

申込／7 月 10 日(火)午前９時 30 分から 

  (受付方法)保土ケ谷図書館窓口または電話 

(申込は本人または家族のみ) 

 

■中高生ボランティア体験 

カウンターでのお仕事や本を並べる仕事を体験できます。 

日時／８月７日(火) 午前９時～午後３時 

会場／保土ケ谷図書館 

対象／中学校 1 年生～高校３年生 

定員／４人(先着順) 

申込／７月 19 日(木)午前９時 30 分から 

  (受付方法)保土ケ谷図書館窓口または電話 

(申込は本人または家族のみ） 

 
緑図書館 

★夏休み子どもクラブ  図書館 de YES！ 太陽光と勝負！ 

大型手回し発電機を回して、太陽光発電との発電量を比較

してみよう。 

（天候によっては、太陽光ではなく、参加者同士の比較になります） 

日時／８月９日(木) 午前 10 時～正午 

会場／緑図書館会議室 

対象／小学校 4～6 年生 

定員／18 人(先着順) 

申込／７月 12 日(木)午前 9 時 30 分から 

  (受付方法) 緑図書館窓口または電話 

 

★夏休み子どもクラブ コラボ企画 ズーラシア×緑区役所×

緑図書館 似てる？似てない？ワンダフルな仲間たち  

～日本の犬とアフリカの犬～ 

日時／8 月 14 日(火) 午前 10 時～11 時 

会場／緑図書館２階（緑ほのぼの荘会議室） 

対象／小学生以上 

定員／50 人(先着順) 

申込／7 月 12 日(木)午前 9 時 30 分から 

  (受付方法) 緑図書館窓口または電話 

講師／ズーラシア飼育員、緑区役所生活衛生課職員 

主催／緑図書館、緑区役所生活衛生課 

 

■中高生のビブリオバトル体験ワークショップ 

グループ型、ステージ型でのビブリオバトルを体験してみま

しょう。 

日時／７月 25 日(水) 午後２時～5 時 

会場／神奈川県立霧が丘高等学校 

対象／市内在住、在学の中高生 

定員／50 人(先着順) 

申込／受付中 

  (受付方法)Ｗｅｂページから電子申請、緑図書館の窓口、

電話。(宛先)Webページのアドレス

http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/20mokuteki

/32community/dokusyo/ 

  *紹介したい本（最低１冊）、室内履きを持参してください。 

主催／緑図書館、緑区役所地域振興課  

協力／神奈川県立霧が丘高等学校 

 

■中高生対象 図書館ボランティア体験 

本棚の整理や返本、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 2 日(木) 午前 9 時 30 分～午後４時 

会場／緑図書館会議室ほか 

対象／市内在住・在学の中高生 

定員／８人(先着順) 

申込／7 月 11 日(水)午前 9 時 30 分から 

  (受付方法) 緑図書館窓口または電話 

 *紹介ＰＯＰ作成のための本（最低１冊）を持参してください。 

   

★夏休み子どもクラブ 図書館探検隊 

図書館の仕組みを学び、検索機で本を探したり、本の貸出や

返却を体験してみよう。 

日時／８月 17 日(金) 午前 10 時～正午 

会場／緑図書館会議室 

対象／市内在住・在学の小学校３～６年生 

定員／20 人(先着順) 

申込／７月 19 日(木)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 緑図書館窓口または電話 

協力／緑区役所区政推進課 

 

★夏休み子どもクラブ 小学生特別おはなし会 

～夏の夜のおはなし会～ 

日時／8 月 22 日(水) 午後６時～６時 30 分 

会場／緑図書館会議室 

対象／小学生 

定員／30 人(先着順)  

 
南図書館 

★生き物いっぱい！おはなし会 

生き物が出てくる本を紹介します。 

日時／8 月 23 日(木) 午前 11 時～11 時 30 分 

会場／南図書館会議室 

対象／5 歳～小学生 

 

★夏の夜のこわいおはなしの会 

秘密の入り口から入り、こわい話でひんやり。 

日時／８月３日(金) 午後７時～８時 

集合／京浜急行弘明寺駅改札口 

対象／小学生・中学生 

定員／30 人(先着順) 

申込／７月 20 日(金)午前９時 30 分から 

  (受付方法)南図書館窓口または電話 

 

■★●作ってみよう紙芝居(２回連続講座) 

オリジナルの紙芝居を作成し、上演します。 

日時／７月 26 日（木）、８月２日（木） 

各日午後１時～４時 30 分 

会場／南図書館会議室 

対象／小学生～大人 

定員／15 人(先着順) 

申込／７月 12 日(木)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 南図書館窓口または電話 

講師／片岡直子氏、かみしばい・いっぽ 

 

★夏休み図書館たんけん隊 

図書館見学と調べもの・カウンター体験。 

日時／７月 27 日(金) 午前 10 時～正午 

会場／南図書館 

対象／小学校３～６年生 

定員／20 人(先着順) 

申込／７月 13 日(金)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 南図書館窓口または電話 
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夏休み  読んでみようこんな本 

横浜市立図書館の司書が選んだおすすめ

本のリスト（小学校低・中・高学年・中学生

向けの４種類）です。 

読書感想文のために読む本をさがしてい

る人、長い夏休みにいろんな本にチャレンジ

したい人は、ぜひ手にとってみてください。 

リストは、図書館内で配布中。ホームペー

ジからも見られます。掲載された図書は展

示・貸出しています。(貸出中のこともあります)  

全館展示期間７月 18日(水)から８月 31日(金) 

(図書館によっては展示開始が早い場合があります) 

 

山内図書館 

★おもしろ科学の本であそぼう！ 

科学の本を使って手品や実験をします。 

日時／８月８日(水) 午後１時～３時 

会場／山内図書館集会室 

対象／小学校３～６年生 

定員／30 人(先着順) 

申込／７月 11 日(水)午前９時 30 分から 

   (受付方法)山内図書館窓口または電話 

講師／山内図書館職員 

持ち物／電卓、ハサミ、セロハンテープ 

 

☆★■●夏のおはなしまつり 2018 

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。 

対象年齢別の３部構成、２日間に分けて開催します。 

日時／<1>７月 31 日（火）午前 10 時～11 時 30 分、午後６

時～８時（予定）<２>８月１日（水）12 時 30 分～ ４

時 40 分（予定） 

会場／山内図書館集会室 

対象／乳幼児～大人まで（プログラムにより異なります。HP で 

ご確認ください） 

★小学生夏休み一日図書館員 

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６日(月)<1>午前 10 時～正午 <2>午後２時～４時 

会場／山内図書館 

対象／青葉区在住・在学の小学生<1>１・２年生 <2>３・４年生  

定員／各回 15 人(抽選) 

申込／７月３日(火)午前９時 30 分から 

   (受付方法)山内図書館窓口または電話 

 

■中学生ボランティア一日体験 

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／<1>８月 13 日（月）<2>８月 14 日（火）各日午前９時

～午後４時 

会場／山内図書館 

対象／青葉区在住・在学の中学生 

定員／各日４人(先着順) 

申込／7 月 15 日(日)午前９時 30 分から 

  (受付方法) 山内図書館窓口または電話

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜７月・８月の休館日＞ 
全館休館：７月 17日(火)、８月 20日(月)  
図書特別整理：７月３日(火)～５日(木) 
金沢・都筑・鶴見図書館 

 

平成 30年７月発行  

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 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/ 

Eメール   ky-libkocho-k@city.yokohama.jp 

 

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」！ 

   図書館のイベント 

市立図書館では全館が 1 年を通して、様々

なイベントを行っています。 

○おはなし会(赤ちゃん向け、幼児向け、小学

生向け、英語のおはなし会、わらべうたの

おはなし会など)。 

○大人向け 読み聞かせボランティア講習

会、朗読会、歴史や読書に関する講演会、

歴史散策、検索機講座など。 

○展示 季節や話題にあわせた図書展示、パ

ネル展示など。 

  みなさんのお越しをお待ちしています。 

ここからチェック！ 

 

他にも読み聞かせなど、
様々なリストを配布中。 
カウンターでお尋ねくださ
い。 

横浜市立図書館 検 索 

横浜市立図書館の公式 Twitter が好評です!! 

図書館に関する様々な情報をツイートしています。 

アカウント名：@yokohama_lib（横浜市立図書館） 

mailto:ky-libkocho-k@city.yokohama.jp
http://illust-hp.com/img/osirase.png

