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平成30年10月10日（水）～11月30日（金） 

横 浜 市 立 図 書 館  

秋のイベントご案内   

大人が楽しむおはなし会 
おはなし会は子どもだけの楽しみでは 

ありません。大人の皆さまも耳で聴く物語の

世界を体験してみませんか？ 

大人のためのおはなし会 

(旭、泉、山内) 

おとなが楽しむおはなし会(港南) 

ようこそ！朗読マラソン/朗読ライブラリー(鶴見) 

声をだそう！「音読の会」(保土ケ谷) 

 

 

大人も知りたい 図書館見学 

いつもは入れない図書館の裏側をのぞ

いてみませんか？ 

新しい発見があるかも・・・。 

中央図書館見学ツアー(中央) 

かなざわ大人のライブラリーツアー 

～横浜市金沢図書館、関東学院大学(金沢) 

大人のための図書館バックヤードツアー(南) 

ち ょ っ と と く べ つ な 

お は な し 会 

読書の秋 かみしばいの会(旭)  
テントの中のおはなし会(泉) 

ぬいぐるみといっしょのおはなし会 (磯子)

防災おはなし会 
～消防士さんがやってくる～(金沢) 

たまてばこ新作紙居発表会(港北) 

ハロウィンおはなし会(瀬谷) 

なつかしの街頭紙芝居 

「かみしばいがはじまるよ」(都筑) 

中国のとくべつおはなし会(中) 

 
 

大人の教養 ～ 秋の講演会 
想いを像（カタチ）にするチカラ 

～中村佑介氏(イラストレーター)講演会～(中央) 

血液のがんとは～白血病・リンパ腫・骨髄腫について～(中央) 

解き明かせ！横浜のお台場 

－発掘に見るコウモリ台場とその時代(中央) 

阿刀田高読書講演会～人生を豊かにする読書のススメ～(磯子) 

皆様の夢を乗せて-横浜市営地下鉄という装置 

～ちんちん電車から地下鉄そして…(神奈川) 

旧海軍施設からひもとく栄区の歴史(栄) 

赤羽末吉の世界～絵本・人生・思い出～(戸塚) 

なぜ本屋大賞は、日本一の文学賞になったのか！(緑) 

イギリス児童文学の中のお菓子～私を育てた読書～(南) 

 

横 浜 市 立 図 書 館 で は 、 こ の 秋 、 た く さ ん の イ ベ ン ト を 行 い ま す 。 
ウ ェ ブ ペ ー ジ  横 浜 市 立 図 書 館 や っ ぱ り 読 書 の 秋  で も ご 覧 く だ さ い 。 

 

表 紙 で ご 紹 介 し て い る の は ご く 一 部 の イ ベ ン ト 例 で す 。 ぜ ひ 中 も ご 覧 く だ さ い ！ 
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中央図書館 (045)262-0050 

●神奈川近代文学館の仕事から～展示の企画・レプリカ製作

について～(平成 30年度第６回ヨコハマライブラリースクール) 

特別展「寺山修司展 ひとりぼっちのあなたに」を開催

中の県立神奈川近代文学館の職員を講師に招き、特別展の

準備作業を例に、文学館の展示業務について解説します。 

日時／10月 27日(土) 午後２時～４時 

会場／中央図書館５階第１会議室 

定員／40人(先着順) 

申込／10月２日(火)午前９時 30分～ 

 (受付方法)<１>電話（045-262-7336）<２>電子申請 

<３>中央図書館３階カウンターまで<1>講座名<2>氏

名<3>電話番号をお知らせください。 

  *手話通訳の申込みは 10月 18日（木）午後５時まで 

講師／藤木尚子氏、秋元薫氏（県立神奈川近代文学館職員） 

共催／県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 

●血液のがんとは～白血病・リンパ腫・骨髄腫について～ 

(平成 30年度第７回ヨコハマライブラリースクール) 

白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫はいずれも血液のもとに

なる細胞が悪性化しておこる病気で、“血液のがん”とも呼

ばれています。高齢化にともない患者が増加していますが、

新しい薬の登場により治療法も格段に進化しています。本

講座では、病気の概要と治療法について概説します。 

日時／11月 16日(金)  午後２時～４時 

会場／中央図書館地下１階ホール 

定員／120人(先着順) 

申込／10月 11日（木）午前９時 30分～ 

   (受付方法) 横浜市立大学地域貢献センターへ電話 

（045-787-8930）で<1>講座名<2>氏名<3>電話番号を

お知らせください。 

 講師／中島秀明氏（横浜市立大学学術院医学群 医学部 血 

    液・免疫・感染症内科教授） 

 共催／横浜市立大学 

●解き明かせ！横浜のお台場－発掘に見るコウモリ台場と 

その時代(平成 30年度第８回ヨコハマライブラリースクール) 

神奈川台場は安政６（1859）年の横浜の開港後、横浜港

防備のために 1年足らずで築造され、万延元（1860）年に

完成した軍事施設です。設計は勝海舟、築造は伊予松山藩

（愛媛県）によります。これまでに発掘調査によってわか

ってきた台場の構造や、台場築造の時代背景となる開港前

後の横浜をめぐる情勢について、考古学と文献資料から、

各分野の講師によって解説します。 

日時／12月９日(日) 午後１時 30分～４時 

会場／中央図書館地下１階ホール 

定員／120人(先着順) 

申込／11月 13日(火)午前９時 30分～ 

    (受付方法)<１>電話（045-262-7336）<２>電子申請 

<３>中央図書館３階カウンターまで<1>講座名<2>氏

名<3>電話番号をお知らせください。 

  *手話通訳の申込みは 11月 30日（金）午後５時まで 

講師／浪形早季子氏（横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化 

財センター調査研究員）、吉崎雅規氏（横浜開港資 

料館調査研究員） 

共催／公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター 

●検索機使い方講座 

図書館員が個別に検索のコツを教えます。 

日時／<１>10月 19日(金) 午前 10時～11時 

<２>11月 16日(金) 午後３時～４時 

会場／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のできる方 

■●中央図書館見学ツアー 

中央図書館の裏側をご案内します。 

日時／10月 20日(土) 午前 10時～正午、午後２時～４時 

会場／中央図書館 

対象／中学生以上の市民 

定員／各回 20人(先着順) 

申込／10月３日(水)午前９時 30分～ 

   (受付方法)中央図書館１階５番ヘルプデスクまたは電話 

■●想いを像（カタチ）にするチカラ(読書活動推進講演会) 

『謎解きはディナーのあとで』、『夜は短し歩けよ乙女』 

など数多くの書籍カバー等を手掛ける講師に、これまでの

道のりや、作品に込められた思いを語っていただきます。 

日時／11月 11日(日) 午後２時～４時 

会場／中央図書館地下１階ホール 

講師／中村佑介氏（イラストレーター） 

対象／西区在住者優先 

定員／180人(抽選) 

申込／10月５日(金)午前９時 30分～10月 22日(月)  

   (受付方法) <１>電子申請<２>往復はがき(10/22必着) 

   <1>講演会名<2>申込者全員の氏名<3>代表者住所<4>代

表者電話番号<5>一時託児希望の場合はその旨と子ど

もの年齢（２歳以上、６名まで）<6>手話通訳などの配

慮が必要な場合はその旨を記入<7>往復はがきは返信

面に代表者の住所・氏名を記入。 

共催／西区地域振興課 

旭図書館 (045)953-1166 
●大人のためのおはなし会 

おはなし、絵本、紙芝居など大人でも楽しめるおはなし会

です。 

 日時／10月 25日（木）午前 10時～正午 

 会場／旭図書館 1階会議室 

 対象／一般 

 定員／30人（先着順） 

 申込／10月 11日（木）午前９時 30分～ 

 （受付方法）旭図書館窓口または電話 

☆★読書の秋 かみしばいの会 

昔ながらの街頭紙芝居風の紙芝居の実演です。 

日時／11月 24日(土) <１>午前 11時～11時 40分 

<２>午後２時～２時 40分 

会場／旭図書館１階会議室 

対象／幼児～小学生とその保護者 

定員／各回 30人(先着順) 

実演／旭図書館紙芝居ボランティア としょくん 

☆★■●秋のオープンガーデン 

  屋上庭園「あさひくんの庭」の一般公開をします。 

 日時／11月 24日（土）、25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 

 

☆親子向け ★子ども向け ■ティーンズ向け ●大人向け  

＊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、市外の方も参加できます。 
＊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。 

各 図 書 館 の 催 し 
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●図書検索機使い方相談 

図書検索機の使い方を市民ボランティア講師が個別に 

お教えします。 

日時／10月 24日(水)、11月 28日(水)  

 各日午前 10時～11時 30分 

会場／旭図書館 1階検索機コーナー 

対象／初心者 *開催時間内随時受付 

泉図書館 (045)801-2251 
★テントの中のおはなし会 

中庭のテントでおはなし会を聞こう！ 

日時／10月３日(水) 午後３時 30分～４時 

会場／泉図書館中庭（雨天時は会議室） 

対象／３才～小学生 

定員／10人(先着順) 

申込／受付中(受付方法)泉図書館窓口または電話 

●相続・遺言講座 

行政書士による相続と遺言講座。講座終了後に個別相談

（先着４人）があります。 

日時／10月５日(金) 午後２時～４時 

会場／泉図書館２階会議室 

対象／一般 

定員／16人(先着順) 

申込／受付中 (受付方法)泉図書館窓口または電話 

  *個別相談(先着４人)の有無をお知らせください。 

共催／神奈川県行政書士会戸塚支部 

●大人のためのおはなし会 

ストーリーテリングが中心です。 

日時／11月 13日(火) 午前 10時 30分～正午 

会場／泉図書館２階会議室 

対象／一般 

定員／30人(先着順) 

申込／10月 23日(水) 午前９時 30分～ 

   (受付方法)泉図書館窓口または電話 

協力／おはなしのいずみの会 

●泉区読み聞かせボランティア交流会 

泉区の小学校や施設で読み聞かせをしている方の交流会 

日時／11月 14日(水) 午前 10時～正午 

会場／泉図書館２階会議室 

対象／区内の施設等で読み聞かせをしている方 

定員／20人(先着順) 

申込／10月 12日(金)午前９時 30分～ 

   (受付方法)泉図書館窓口または電話 

☆親子で楽しむわらべうた 

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／11 月 16 日(金)、12 月 21 日(金)、１月 18 日(金)、

２月 15日(金)、３月 15日(金)（連続５回講座） 

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才６ケ月児とその保護者 

定員／10組(先着順) 

申込／11月１日(木)午前９時 30分～ 

   (受付方法)泉図書館窓口または電話 

講師／阪口道子氏 

磯子図書館 (045)753-2864 
●学校図書館・本の修理講座 初級編(全２回) 

学校図書館等のボランティアの方に、実践的な修理技術

を学んでいただきます。 

日時／10月 16日(火)、10月 23日(火) 

各回午前 10時～正午 

会場／磯子図書館会議室 

対象／基本的に２回連続参加でき、原則区内の学校などで

図書に関わるボランティア活動をしている人 

定員／20人(先着順) 

申込／受付中 (受付方法)磯子図書館窓口または電話 

 協力／本の修理・いそご 

●学校図書館・本の修理講座 中級編(全２回) 

学校図書館等のボランティアの方に、実践的な修理技術

を学んでいただきます。 

日時／11月６日(火)、11月 13日(火) 

各回午前 10時～正午 

会場／磯子図書館会議室 

対象／基本的に２回連続で参加できる人で、今回または昨

年の本の修理講座「初級編」を受講した人 

定員／15人(先着順) 

申込／受付中 (受付方法) 磯子図書館窓口または電話 

協力／本の修理・いそご 

●読書会／磯子図書館ブックサロン 

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>10月 19日(金)<2>11月 16日(金)  

      各日午前 10時～12時 30分 

会場／磯子図書館会議室 

読む本／<1>『武士の家計簿』/ 磯田道史/著 (新潮新書) 

        <2>『（現代語訳）論語と算盤』/ 渋沢栄一/著 (ち 

くま新書) 

申込／随時 (受付方法)磯子図書館窓口または電話 

 主催／磯子図書館ブックサロン 

★ぬいぐるみといっしょのおはなし会  

＆ ぬいぐるみのとしょかんおとまり会 

大好きなぬいぐるみと一緒に楽しむ、特別おはなし会で

す。 翌日、ぬいぐるみのお迎えの時に本の貸出をします。 

日時／11 月 23 日(金・祝)〈１〉午前 11 時～(一人でおは

なしを聞ける子ども)〈２〉午後２時～(小学生) 

 会場／磯子図書館会議室 

対象／各回とも 11 月 24 日(土)午前 10 時～午後 3 時まで

の間にぬいぐるみをお迎えに来られる人で、横浜市

に在住・在学の人 

定員／各回 15組ずつ(先着順) 

申込／受付中 (受付方法)磯子図書館窓口または電話 

 協力／いそご図書館サポーターズクラブ「ほびっと」・よこ

はまおはなしの会 

●阿刀田高読書講演会～人生を豊かにする読書のススメ～ 

日時／12月８日(土） 午後１時 30分～３時(１時開場) 

会場／磯子公会堂ホール（磯子区庁舎内１階） 

講師／阿刀田高氏 

定員／500人(先着順) 

申込／10月 22日(月)～11月 30日(金) 

   (受付方法)Ｅメールまたは往復はがきのみ。氏名・住

所・電話番号・参加希望人数（１組５人まで）、参加

者氏名を記入し磯子区役所地域振興課活動支援係  

読書担当まで。 

(宛先) Ｅメール: is-dokusho@city.yokohama.jp  
           はがき:〒235－0016 磯子区磯子 3-5-1 

主催／磯子区役所・磯子図書館 

協力／磯子図書館ブックサロン 

問合せ／磯子区地域振興課(電話 045-750-2393 FAX 045-

750-2534) ※手話通訳は事前にご相談ください。 

神奈川図書館 (045)434-4339 
●しゅーくるーむおはなし会ボランティア募集（研修全３回） 

親と子のつどいの広場「しゅーくるーむ」で、読み聞か 

せボランティアとして活動できる方を募集します。(研修

３回あり) 

日時／11月５日（月）、12日（月）、16日（金）  

各日午前 10時～正午 

会場／ライフネットスポーツクラブクラブハウス内  

しゅーくるーむ(住所:菅田町 2299-1) 
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対象／全３回の研修に参加でき、親と子のつどいの広場

「しゅーくるーむ」を会場として活動できる方 

定員／20人(先着順) 

申込／10月 11日(木)午前９時 30分～ 

 (受付方法)神奈川図書館窓口または電話で 

共催／つどいの広場 しゅーくるーむ 

●講演会「皆様の夢を乗せて-横浜市営地下鉄という装置～

ちんちん電車から地下鉄そして…」 

横浜に鉄道が敷かれ、路面電車から地下鉄が導入される 

 まで、そしてどのように延伸していったのか、さらに未来 

 の鉄道はどうなるのかについて講演します。 

日時／10月 27日(土)  

<１>午前 10時 30分<２>午後１時 30分 

会場／神奈川図書館会議室 

定員／各回 30人(先着順) *各回、講演内容は同じです。 

申込／10月 11日(木)午前９時 30分～ 

   (受付方法)神奈川図書館窓口または電話 

 講師／横浜市交通局施設課長 高木一行氏 

●パネル展示「写真でみる神奈川区の横浜市電 いま・むかし」

期間／10月 13日(土)～29日(月) 

会場／神奈川図書館ロビー 

共催／しでんの学校 

☆★土曜日のおはなし会 開始します！ 

11月から新しく土曜日のおはなし会が始まります。みん 

なおはなしを聞きに来てね！保護者の方もご一緒に参加 

していただけます。 

日時／11月 10日(土)  <１>午後２時～２時 30分  

<２>午後２時 30分～３時 

会場／神奈川図書館会議室 

対象／<１>２歳～５歳くらいまでの幼児 <２>小学生 

定員／各回 20人(先着順) 

    金沢図書館 (045)784-5861 
●かなざわ大人のライブラリーツアー 第２回 

～横浜市金沢図書館 

今年は金沢図書館で業務体験！予約した本は、どのよう

に届くのか？図書館の秘密をのぞいてみませんか？ 

日時／10月 25日(木) 午前 10時～正午 

会場／金沢図書館 

対象／神奈川県内在住・在勤 20歳以上 

定員／８人(先着順) 

申込／10月 11日(木)午前９時 30分～ 

(受付方法)金沢図書館窓口または電話 

共催／関東学院大学図書館、JAMSTEC 横浜研究所図書館、

横浜市立大学図書館、横浜市金沢図書館 

●かなざわ大人のライブラリーツアー 第３回 

～関東学院大学図書館 

関東学院大学図書館は調査・研究用図書を多く所蔵して

います。今回はその中から貴重資料を限定公開します。こ

の機会に大学図書館に来てみませんか？  

日時／11月 17日(土) 午前 10時～11時 

会場／関東学院大学図書館 

対象／神奈川県内在住・在勤 20歳以上 

定員／15人(先着順) 

申込／10月 18日(木)午前９時 30分～ 

    (受付方法)金沢図書館窓口または電話 

共催／関東学院大学図書館、JAMSTEC 横浜研究所図書館、

横浜市立大学図書館、横浜市金沢図書館 

●子育て支援に関わる方のためのわらべうた講座(全２回)  

子育てスタッフなどの保育者がわらべうたの楽しさ、奥

深さに触れ、保育に役立てるものです。第 1 回は全員で歌

って覚える実技講座、第２回は気に入った歌を他の参加者

の前で歌うことを含めた実習です。  

日時／10月 11日(木)、10月 18日(木)  

各日午前 10時～正午 

 会場／金沢地区センター大会議室(10/11)、中会議室(10/18)  

対象／地域で子育て支援の活動をしているボランティア、

施設のスタッフ、あるいは関心を持っている人で両    

日とも参加できる大人の方(お子さんは入れません) 

定員／30人(先着順) 

申込／受付中 (受付方法)金沢図書館窓口または電話 

講師／藤平等子氏（「かながわこどもひろば」代表） 

協力／金沢区地域振興課 

☆★●秋の特別かみしばい 

地域の紙芝居グループ「かなみん」のみなさんが紙芝居

を上演します。 

日時／10 月 14 日(日) 第１回（子ども向け）午後２時～

２時 30分、第２回（一般向け）午後２時 30分～３

時 30分 

会場／金沢地区センター中庭(雨天時は金沢図書館多目的室) 

対象／乳幼児から一般 

 協力／紙芝居グループ「かなみん」 

☆★防災おはなし会～消防士さんがやってくる～ 

秋の火災予防運動に先駆けて金沢消防署とコラボした

おはなし会。金沢火災予防協会からの絵本贈呈式をおはな

し会の前に行います。 

日時／11月７日(水) 午後３時 30分～４時 

会場／金沢図書館多目的室 

対象／幼児から一般 

協力／金沢消防署 

☆★●いろいろな国のことばでおはなし会と絵本の展示 

外国語の絵本の読み聞かせと外国のあそび体験。外国語

絵本の展示も行います。 

日時／11月 18日(日) 正午～３時 30分 

   *おはなし会は、午後１時 30分～３時 

会場／金沢地区センター 大会議室 

対象／乳幼児から一般 

 協力／金沢国際交流ラウンジ 

港南図書館 (045)841-5577 
●知って安心！司法書士による相続・遺言講座 

日時／10月６日(土) 午後１時 30分～３時 

会場／港南図書館会議室 

対象／一般市民 

定員／30人(先着順) 

申込／受付中 (受付方法)港南図書館窓口または電話。 

    氏名、電話番号、個別相談（３組）の希望の有無 

をお知らせください。 

共催／神奈川県司法書士会 横浜西支部 

●おとなが楽しむおはなし会 

ストーリーテリングを楽しむ会です。 

日時／10月 25日(木) 午前 10時 30分～正午 

会場／港南図書館会議室 

対象／おはなしを聴きたい大人 

定員／30人(先着順) 

申込／10月 11日(木)午前９時 30分～ 

    (受付方法)港南図書館窓口または電話 

 共催／おはなしにこっと 

★●はまっこ読書の日記念 ブックトークの会 

日時／11月３日(土・祝)〈１〉午前 10時 30分～11時 

〈２）午後１時 30分～２時 

会場／子どもの本のコーナー 

対象／小学生から 

定員／30人 

共催／かながわこどもひろば 

☆秋をたのしむおはなし会 

港南図書館司書によるおはなし会 

日時／11月 14日(水) 午前 10時 30分～ 

会場／子どもの本のコーナー 

対象／乳幼児と保護者 
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●第 40回 港南歴史講座「港南の地を治めた人々」 

日時／11月 17日(土) 午後２時～４時 

会場／港南図書館会議室 

対象／一般市民 

定員／40人(抽選) 

  (受付方法)往復はがき(10月 31日（水）必着) 

  (宛先)港南図書館〒234-0056港南区野庭町 125 

  行事名、住所、氏名、電話番号、返信先の住所  

をご記入ください。 

協力／港南歴史協議会 

港北図書館 (045)421-1211 
☆★■●港北区読書スタンプラリー 

港北図書館、区内の書店、読書コーナーのある地区セ

ンター、コミュニティハウス等をめぐるスタンプラリー

です。スタンプを３つ集めた方には、プレゼントを差し

上げます! 

期間／11月１日(木)～30日(金) 

※景品交換は 12月 14日(金)まで。(なくなり次第終了) 

スタンプ台紙の配布場所／港北図書館・スタンプラリーに 

参加の区内書店・地区センター・コミュニティハウス等。 

対象／児童から一般まで 

主催／港北区役所・港北図書館 

☆★●たまてばこ新作紙芝居発表会 

港北区の昔話を紙芝居にする活動をしているグループ

「たまてばこ」の新作紙芝居を上演します。 

日時／11月 18日(日) 午前 10時～午後３時(出入り自由) 

会場／港北図書館２階 会議室 

対象／児童から一般まで 

後援／港北区役所、協力／港北図書館 

☆★■●ヨコアリくんまつり「絵本の広場」 

  横浜アリーナのイベントと同時開催で、「港北区 みんな

で遊ぼう 本とであおう」がテーマ。絵本や紙芝居を楽しめ

ます！ 

日時／11月 23日(金・祝) 午前 10時～午後 4時 

会場／横浜アリーナ ２階センテニアルホール 

対象／児童から一般まで 

主催／(株)横浜アリーナ・港北区役所、協力／港北図書館 

栄図書館 (045)891-2801 
●旧海軍施設からひもとく栄区の歴史(開館 30周年記念講座) 

戦時中、栄区には海軍燃料廠をはじめとする旧日本軍施

設があり、今の街並みにもその面影が残っています。それ

らの施設を知ることで見えてくる栄区の歴史について解

説します。 

日時／10月 13日(土) 午後２時～４時  

会場／栄図書館２階会議室 

対象／一般市民 

定員／30人(先着順) 

申込／受付中 (受付方法)栄図書館窓口または電話 

講師／羽田博昭氏(横浜市史資料室 調査研究員)  
☆★●秋のはまっ子おはなし会 

日時／11月３日(土・祝) 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歳ぐらいから大人まで 

共催／かながわこどもひろば 

瀬谷図書館 (045)301-7911 
●高齢者と絵本を楽しもう(瀬谷区制 50周年記念プレ・イベ

ント講演会＆交流会) 

第１部 講演会「高齢者と絵本を楽しもう～介護とブック

トーク～」(介護現場での絵本を活用した取組みについて

の講演とブックトークの実演) 

第２部 交流会「高齢者と絵本を楽しもう」(瀬谷区の高齢

者への読み語りグループの事例発表と講師との交流会) 

日時／11月 10日(土) 午後１時～４時 

会場／瀬谷区役所 5階大会議室 

対象／成人 

定員／60人(先着順) 

申込／10月 18日(木)午前９時 30分～ 

   (受付方法) 瀬谷図書館窓口または電話 

講師／吉岡真由美氏（介護福祉士・介護福祉専門学校講師） 

共催／瀬谷区地域振興課 

☆★●ハロウィンおはなし会 

ハロウィンの夕方におはなし会をします。仮装してきて 

もいいよ。参加者にはプチお土産もあります。 

日時／10月 31日(水) 午後３時 30分～４時 

会場／瀬谷図書館会議室 

対象／幼児・小学生（保護者も入場可） 

●読み聞かせをさらに楽しくする「わらべうたあそび実践講

座」(瀬谷区制 50周年記念プレ・イベント 読書活動推進講座) 

昔遊び・わらべうた遊びについての講義と実技指導。 

日時／12月９日(日) 午後１時 30分～４時 

会場／瀬谷区役所５階大会議室 

対象／主に子育て支援に携わり、おはなし会などを行う市民 

定員／50人(先着順) 

申込／11月 15日(木)午前９時 30分～ 

   (受付方法)瀬谷図書館窓口または電話 

講師／田村洋子氏（ＮＰＯ法人日本わらべうた協会理事、 

東京おもちゃ美術館学芸員） 

共催／瀬谷区地域振興課 

都筑図書館 (045)948-2424 
つづきブックフェスタ 2018  

～読書の楽しさ、本のチカラ∞無限大∞～ 

都筑区内で読書活動を行っている市民グループや読書施

設が一堂に会し、その活動を広く区民に知っていただくこ

とを目的としたイベントです。 

●パネル展 

期間／11月 15日（木）～18日(日) 

会場／都筑区総合庁舎１階区民ホール 

☆★●おはなし会など 

日時／11月 18日(日) 午前９時 30分～正午（予定） 

会場／都筑区総合庁舎１階区民ホール 

●ショートスピーチ・基調講演・パネルディスカッション 

①読書団体によるショートスピーチ②基調講演「子どもと

本 ～子どもを通して見た絵本～」③パネルディスカッシ

ョン「都筑の読書活動の今と未来」 

日時／11月 18日(日) 午後１時～４時 15分 

会場／都筑区総合庁舎６階大会議室  

定員／60人(先着順) 

申込／10月 11日(木)午前９時 30分～ 

   (受付方法) <１>都筑図書館窓口<２>電話<３>Ｅメール

<４>FAX のいずれかで<1>申込者氏名<2>電話番号<3>

イベント名をお知らせください。 

   (宛先) Ｅメール：ky-libgyoji14@city.yokohama.jp 

FAX：045-948-2432 

講演講師／笠原由紀子氏（元横浜市立図書館司書） 

パネラー／川和中学校・つづきっこ読書応援団（TDO）・都筑図書館  

コーディネーター／坪内一氏（元中央図書館企画運営課長） 

共催／都筑図書館・都筑図書館から未来を描く協働の会（TMEK) 

☆★●なつかしの街頭紙芝居「かみしばいがはじまるよ」 

秋空の下、世代を越え皆さんで、紙芝居を楽しんでみま 

せんか？ 

日時／11月３日(土・祝)〈第１回〉午前 10時 30分～11時

〈第２回〉午前 11時 30分～正午 

会場／都筑区役所郵便局側入口横（雨天の場合は都筑区総

合庁舎１階区民ホール） 

出演／岸本茂樹さん（紙芝居なつかし亭） 

●第８回 都筑区学校図書館ボランティア大交流会 

ボランティア同士の情報交換の場として、大きな成果を

上げてきた交流会です。今年も都筑図書館とつづきっこ読 
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書応援団が協働で開催します。 

日時／10月 23日(火) 午前 10時～12時 20分 

会場／都筑区総合庁舎６階大会議室 

申込／受付中～10月 12日(金) 

(受付方法)FAX またはＥメール 

   (宛先)FAX: 045-948-2432 
Ｅメール：ky-libgyoji14@city.yokohama.jp 

   申込者氏名・電話番号・件名「大交流会申し込み」・所

属学校名 ・希望グループ(読み聞かせ=A、環境整備=B、

どちらでも可=Cいずれか) をお知らせください。 

●つづき国際交流カフェ 

都筑区に住む外国人がお国の文化を紹介します。おはな 

し広場では外国の言葉に親しむイベントを行います。色々

な国のお茶や飲み物を飲みながら国際交流しませんか？ 

日時／10月 28日(日) 午前 10時～午後３時 

会場／都筑区総合庁舎１階区民ホール 

主催／つづき国際交流カフェ実行委員会 

鶴見図書館 (045)502-4416 
★■つるぽんを作ろう！ 

鶴見図書館のマスコット、つるぽんを作る手芸会です。 

日時／10月 14日(日) 午後２時～３時 

会場／鶴見図書館会議室 

対象／小学校４年生～中学生 

定員／10人(先着順) 

申込／受付中(受付方法)鶴見図書館窓口または電話 

    ＊針を使う作業があります。 

●読み聞かせボランティア講習会 中級者向け 

経験者で情報交換しながら活動をステップアップする 

講座です。 

日時／10月 16日(火) 午前 10時～11時 50分 

対象／読み聞かせボランティアとして活動されている方 

定員／15人(先着順) 

申込／受付中 (受付方法)鶴見図書館窓口または電話 

●ようこそ！朗読マラソン 

参加者が好きな作品を持ち寄って次々に朗読し、みんな 

で楽しむ会です。 

日時／10月 21日(日) 午後１時～４時 

会場／鶴見図書館会議室 

対象／18歳以上 

共催／朗読グループ「NEXUS～きずな～」 

朗読したい方を募集中!! 

定員／20人程度(先着順)～定員になり次第締切 

申込／受付中  (受付方法)鶴見図書館窓口または電話 

      氏名（ふりがな）、電話番号、朗読作品名、作者名、

およその朗読時間（１人８分以内）をお知らせくだ

さい。＊当日は開始 30分前にお集まりください。 

朗読を聞きたい方 

定員／15人程度(先着順) * 当日、直接お越しください。 

●つるみ読書講演会『そっと耳を澄ませば』 

『鳥が教えてくれた空』、絵本『おいしいおと』等多数の 

著書がある全盲のエッセイスト・絵本作家である講師が、

多彩に活動する日々の様子や読書観を自在に語ります。 

日時／11月 10日(土) 午後２時～３時 30分 

会場／鶴見大学会館ホール 

対象／一般 

定員／300人（定員を超した場合は抽選） 

講師／三宮麻由子氏 

申込／受付中～10月 26日（金） 

 （受付方法）手話通訳希望の有無を明記して、鶴見区役所

のホームページから電子申請、または往復はがきで申

込み。（宛先）往復はがき：〒230-0051 鶴見区鶴見中

央三丁目 20番１号 鶴見区役所地域振興課「つるみ読

書講演会」担当宛て 

＊お子さん連れの方の聴講についてはご相談ください。 

共催／鶴見区役所地域振興課 

●朗読ライブラリー 

朗読グループ「トネリコ」による短編小説等の朗読会です。 

日時／11月 14日(水) 午後２時～３時 30分 

会場／鶴見図書館会議室 

対象／一般 

協力／朗読グループ「トネリコ」 

戸塚図書館 (045)862-9411 
●赤羽末吉の世界～絵本・人生・思い出～ 

(戸塚図書館開館 40周年記念講座) 

絵本作家・画家の赤羽末吉氏の作品世界や、間近で見た

その人柄と人生を語ります。 

日時／10月 20日(土) 午後２時～４時 

会場／戸塚地区センター（２階）会議室Ａ 

対象／16歳以上 

定員／60人(先着順) 

申込／受付中 (受付方法)戸塚図書館窓口または電話 

講師／赤羽茂乃氏(赤羽末吉氏の義娘) 

●昔話の魅力～語り継がれる世界への招待～ 

(戸塚図書館開館 40周年記念講座) 

口承文芸研究の第一人者である小澤俊夫氏が、昔話の特

徴やその魅力について語ります。 

日時／11月 1日(木) 午後２時～４時 

会場／戸塚地区センター（２階）会議室Ａ 

対象／16歳以上 

定員／60人(先着順) 

申込／10月 11日(木)午前９時 30分～ 

    (受付方法)戸塚図書館窓口または電話 

講師／小澤俊夫氏 

★読書の日キラキラおはなし会 

日時／11月 23日(金・祝) <１>午前 10時 30分～11時 

<２>午前 11時 30分～正午<３>午後２時 30分～３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） 

実演／ボランティアグループ〈１〉かもめおはなしの会

〈２〉森の絵本ひろば〈３〉にこにこおてんとうさん 

●おうちでワクワク楽しい読書～子どもにすすめたいあん

な本こんな本～(読書活動推進月間事業) 

親子で楽しめる絵本や物語の紹介、子どもに本を勧める

際のヒントなどをお伝えします。 

日時／11月 28日(水) 午前 10時～11時 30分 

会場／戸塚地区センター（２階）会議室Ｂ 

対象／幼児・小学生の保護者 

定員／30人(先着順) 

申込／11月 13日(火)午前９時 30分～ 

   (受付方法)戸塚図書館窓口または電話 

  *保育あり(２歳以上の未就学児、先着 12人。11月 18日

（日）までに要申込み。) 

共催／戸塚区地域振興課 

☆★■●親子で楽しもう！朗読コンサート＆愉快なオンガ

ッカイ(戸塚センター開館 40 周年記念/読書活動推進月

間事業) 

第１部・戸塚区ゆかりの演奏家による朗読コンサート、第

２部・ロバの音楽座による愉快なオンガッカイ。読書の秋、

言葉と音楽が紡ぎ出す豊かな世界を感じてみませんか。 

日時／11月 17日(土) 午後１時 30分～３時 50分 

会場／戸塚公会堂 

対象／年齢制限無し 

定員／460人(先着順) 

申込／10月 22日(月)～11月 15日(木) 

  (受付方法)戸塚区役所 HPの申込フォームから申込み。     

(宛先)http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/ 
/chishin/dokusho/ 

http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/
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 共催／とつか区民活動支援協会・戸塚区役所 

★■●小中高等学校読書活動パネル展(読書活動推進月間事業) 

学校で行われているさまざまな取組を各校手作りのパ

ネルで紹介します。 

日時／〈１〉11月１日(木）午後～11月８日(木)〈２〉11

月９日(金）午後～11月 15日(木)〈３〉11月 10日

(土）～11月 18日(日)〈４〉11月 21日(水)～11月

28日(水)午前  

会場／〈１〉〈２〉戸塚区役所３階区民広間・アートコリド

ー〈３〉西武東戸塚店〈４〉大正地区センター 

共催／戸塚区地域振興課＊各期間で展示校が異なります。

詳細は地域活動係(電話 045-866-8416）まで。 

中図書館 (045)621-6621 
☆★■●第 43回中区民祭り「ハローよこはま 2018」 

ブックカバーや読書手帳などの工作をします。 

日時／10月７日(日)  

午前 10時～午後４時 

会場／ハローよこはま会場「中区らぶっく 

（中区読書活動推進連絡会）」ブース 

    横浜公園周辺 

対象／年齢制限なし 

☆★■●中国のとくべつおはなし会 

横浜-上海友好都市提携 45周年にあわせて、中国に関

する絵本の読み聞かせなどをします。大人の方もどう

ぞ。 

日時／11月 21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 

保土ケ谷図書館 (045)333-1336 
●豊かな言葉の世界～子どもと本をつなぐために～(保土ケ

谷区読書活動推進講演会) 

長年わらべうたや読み聞かせの普及などで活躍されて 

いる石川道子氏を招き、読書の大切さや楽しさなどを話し 

ていただきます。 

日時／11月１日(木) 午前 10 時 30分～正午（開場：10時） 

会場／横浜市岩間市民プラザ ホール 

定員／170人(先着順) 

申込／10月 15日(月)～ 

  (受付方法)はがき、FAX、Ｅメールにて受付 

     (宛先)はがき：〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2－9 

保土ケ谷区役所生涯学習支援係読書担当宛 FAX：

045-332-7409。 

Ｅメール：ho-dokusho@city.yokohama.jp 

FAXは送信後に電話で送信確認をしてください。 

〒住所・氏名（ふりがな）・電話番号・参加希望人 

数を明記 *保育は６か月以上の未就学児のみ先着 

10人(10/26までに要申込) 子どもの氏名（ふりが 

な）・年齢・性別・生年月日をお知らせください。 

共催／保土ケ谷区地域振興課 

申込・問合せ／保土ケ谷区役所生涯学習支援係 

(電話 045-334-6307) 

●声をだそう！「音読の会」 

昔話や詩、文学作品などをみんなで声に出して読む会で 

す。脳の活性化も期待できると言われている「音読」を楽 

しんでみませんか。 

日時／11月 22日(木) 午前 10時～11時 30分 

会場／保土ケ谷図書館 ２階会議室 

対象／一般 

定員／20人(先着順) 

申込／11月６日(火)午前９時 30分～ 

   (受付方法)保土ケ谷図書館窓口または電話 

講師／保土ケ谷図書館司書職員 

     

 緑図書館 (045)985-6331 
●なぜ本屋大賞は、日本一の文学賞になったのか！    

～作家と本と本屋の裏話を語ります～ 

第一部は本屋大賞の発起人による「本屋大賞」誕生秘話

のトークショー、第二部ではグループになって参加者が持

ち寄った本を紹介しあいます。 

日時／11月 17日(土) 午後２時～４時 

会場／緑区市民活動支援センター「みどりーむ」 

対象／一般 

定員／30人(先着順) 

申込／10月 11日(木)午前９時 30分～11月 14日(水) 

午後７時 

  (受付方法)緑図書館窓口・電話・緑区役所の読書活

動推進 Webページより電子申請 

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

teki/32community/dokusyo/ 

 持ち物／お薦めの本一冊（可能なら「まちライブラリー」 

に寄贈していただけるもの） 

講師／杉江由次氏（「本の雑誌社」ひとり営業マン、本屋大

賞発起人） 

講師／草彅主税氏（株式会社有隣堂商品戦略部） 

主催／緑図書館・緑区役所地域振興課 

●そろそろ働こうかな～子育てママのための「お仕事探しの

その前に」 

「無理のない範囲で働きたい」「将来の教育費のために」

そんなママのためのプレセミナー。これからの暮らしとお

金、働き方をご一緒に考えてみませんか？ 

日時／10月 25日(木) 午前 10時～正午 

会場／緑図書館 会議室 

対象／女性 

定員／20人(先着順) 

申込／受付中 

  (受付方法)緑図書館窓口または電話。氏名、電話番号、

（保育申込者はお子さんの名前、年齢、住所も必要）を  

お知らせください。 

   *保育は先着５人（６か月以上～未就学児）。保育雑費 

として当日 100円徴収。 

講師／山崎悦子氏（キャリアコンサルタント・税理士） 

主催／緑図書館・男女共同参画センター横浜北 

■中高生のための文章術講座 

中高生を対象に「相手に伝わる文章」の書き方を教えま 

す。講座後、課題を提出し、講師から添削してもらうこと

ができます。 

日時／11月 23日(金・祝) 午後２時～４時 

会場／緑区役所 ４A・B会議室 

対象／市内在住または在学の中学生・高校生 

定員／30人(先着順) 

申込／10月 11日(木)午前９時 30分～11月 18日(日) 

午後５時 

  (受付方法)緑図書館窓口・電話・読書活動推進 Webペ

ージより電子申請 

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

teki/32community/dokusyo/ 

講師／坪田知己氏（元日本経済新聞社勤務、合同会社 Loco

共感編集部代表社員・編集長） 

主催／緑図書館・緑区役所地域振興課 

●おはなしボランティア養成講座～絵本の楽しさを伝える

ために～(３回連続講座) 

子どもへの読み聞かせボランティアの養成講座です。 

日時／<１>講演会 10月２日（火）<２>絵本を学ぶ 10月 18

日（木）<３>わらべうたを学ぶ 11月１日（木） 

各日午前 10時～正午 

会場／<１>緑ほのぼの荘会議室（緑図書館２階） 

<２><３>緑図書館会議室 

mailto:ho-dokusho@city.yokohama.jp
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/20mokute
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/20mokute
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対象／読み聞かせに興味のある方 

定員／<１>40人<２>15人<３>15人(各先着順) 

申込／受付中  (受付方法)緑図書館窓口または電話 

    *<１>は参加必須、<２><３>は選択可 

講師／<１>石川道子氏、<２><３>は緑図書館司書 

●明治 150年 

緑区遺産めぐり・長津田編「横浜線岩川橋梁見学ツアー」 

郷土史家・相澤雅雄氏によるミニ講演会の後、実際に岩

川橋梁などの緑区遺産を歩いて巡ります。 

日時／12月１日(土) 午前 10時～正午 

会場／緑図書館会議室、緑区遺産の現地 

対象／一般 

定員／15人(先着順) 

申込／11月 13日(火)午前９時 30分～ 

   (受付方法)緑図書館窓口または電話 

講師／相澤雅雄氏（郷土史家）  

★■●本のＰＯＰ大会 

 本のＰＯＰ広告をかいて、自分の好きな本をみんなに 

オススメしてみよう！ 

募集期間／10月１日（月）～11月 25日（日） 

展示期間／11月１日（木）～11月 30日（金） 

会場／緑図書館窓辺コーナー・児童室 

対象／子どもから大人まで 

南図書館 (045)715-7200 
●ボランティアおすすめ本展示 

学校で活動している読み聞かせなどのボランティアが

おすすめする本を展示します。 

期間／10月 17日(水)～31日(水)  

会場／南図書館会議室 

●おはなしボランティア交流会 

日頃の工夫や悩みを話し合い、今後の活動に活かしまし

ょう。 

日時／10月 23日(火) 午前 10時～正午 

会場／南図書館会議室 

対象／南区内の学校で読み聞かせをしている人 

申込／10月 11日(木)午前９時 30分～ 

   (受付方法)南図書館窓口または電話 

●大人のための図書館バックヤードツアー 

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／11月 10日(土) 午後１時 30分～３時 

会場／南図書館 

対象／16歳以上 

定員／10人(先着順) 

申込／10月 26日(金)午前９時 30分～ 

  (受付方法) 南図書館窓口または電話 

●イギリス児童文学の中のお菓子～私を育てた読書～ 

『物語のティータイム』の著者が、子ども時代の読書を

振り返り、イギリス菓子・ハーブにかかわる現在とのつな

がりを語ります。 

日時／12月９日(日) 午後２時～４時 

会場／南区役所１階多目的ホール 

対象／成人 

定員／50人(先着順) 

申込／11月 14日(水)～ 

  (受付方法)南区地域振興課へＥメールまたは FAX 

(宛先) Ｅメール：mn-dokusyo＠city.yokohama.jp 

 FAX：045-341-1240 

講師／北野佐久子氏（作家・イギリス文化研究家） 

共催／南区地域振興課 

☆休日に、親子でたのしむおはなし会 

 わらべうたと絵本を楽しみましょう。 

日時／11月 10日（土）午前 10時～10時 30分 

会場／南図書館会議室 

対象／０～4歳児と保護者 

山内図書館 (045)901-1225  

●大人のためのおはなし会 

空とぶじゅうたんおはなしボランティアが、大人の楽し 

めるおはなしを語ります。テーマは「あれ」から・・・。 

日時／10月 28日(日) 午後２時～３時 30分 

会場／山内図書館集会室 

対象／一般 

協力／虹の部屋 

☆★●人形劇～コロン団がやってくる～ 

はまっ子読書の日にちなみ、人形劇団がやってきます。 

演目／人形劇「だんごどっこいしょ」、ボードビル「春夏秋 

  冬」ほか 

日時／11月４日(日) 午後２時～３時 

会場／山内地区センター集会ホール 

対象／３歳から 

定員／190人(先着順) 

出演／にんぎょうげきコロン団 

●本の病院 ～大切な本をよみがえらせよう～ 

山内図書館修理ボランティア「リペア一期の会」がみな

さんの本を１人１冊、無料で修理します。会場内にて修理

した本の展示、および修理中の見学もできます。※貴重本・

古書・辞典・事典などは対象外。本の状態によりお断りす

る場合もあります。 

日時／11月 18日(日) 午前 10時～12時 30分 

会場／山内図書館集会室 

対象／一般 

 協力／リペア一期の会 

 

 

 

読書の秋 ～小さなライブラリーをつくりませんか？～ 

(団体貸出のご案内) 

図書館から本を借りて、ご自宅、マンションの共有施設、
自治会・町内会の集会室、高齢者施設、保育所、幼稚園
などに、小さなライブラリーをつくりませんか？ 
 

横浜市立図書館では、市内で読書活動推進を行う団体
に対する図書の貸出（団体貸出）サービスを行っていま
す。団体貸出を行っているのは、中央・保土ケ谷・金沢・
港北・山内・戸塚の各図書館です。 
 

借りられる冊数は団体の規模によりますが、最大 1000
冊まで、返却期限はその年度の末日です。 
 
現在、市内 208 団体が団体貸出を利用しています。 
(平成 30 年３月末現在) 
 
詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

(http://www.city.yokohama.lg.jp 

/kyoiku/library/guide/riyo-dantai.html)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 10 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 TEL045-262-7334  

FAX045-262-0052 Eメール ky-libkocho-k@city.yokohama.jp   

ウェブサイト http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/ 

キャンペーン期間中の休館日 
全館休館日 

10/９(火)、11/19(月) 
臨時休館日 

旭図書館：11/13(火)～11/18(日) 
栄図書館：11/26(月)～11/29(木) 
都筑図書館：11/11(日) 
中図書館：10/７(日)、10/８(月・祝) 
 
 

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

