
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

横浜市では、読書に関わる先進的な取組の紹介や市民の皆さまに読書に親しんでいただくことを目的と

して全市的な読書イベント「横浜市読書活動推進ネットワークフォーラム」を毎年開催しています。今年

度は、戸塚駅直近の戸塚区総合庁舎３階多目的スペース及び区民広間で開催します。 

また、イベントで日頃の読書活動を発表（実演、作品展示など）してくださる団体等を募集します。 

（募集期間:12/25(水)10 時から１/24(金)17 時まで受付、1/31(金)抽選結果発表）。 

 

１ イベント概要 

  ・日時 令和２年２月 22 日(土)10:00～16:00（入場無料・一部要事前申込） 

  ・場所 戸塚区総合庁舎３階 多目的スペース及び区民広間 

  ・対象 どなたでも参加できます 

  ・主催 横浜市教育委員会 

  ・共催 戸塚区役所 

  ・協力 株式会社文藝春秋、株式会社有隣堂、アマゾンジャパン合同会社 

  ・申込 【活動の発表（募集）】令和元年 12 月 25 日(水)10:00 から 

令和２年 1 月 24 日(金)17:00 まで受付 

令和２年 1 月 31 日(金)抽選結果発表 

      【プログラム参加】   令和２年１月 21 日（火）9:00 から（先着順） 

２ 主なプログラム 

 

      編集長が語る 「東京 2020 オリンピック・パラリンピックの見どころ」 

『イチロー・インタビューズ 激闘の軌跡 2000-2019』（文藝春秋）公開読書会 

時間:13:10～15:10／会場:多目的スペース（大）／定員 200 名【事前申込・先着】 
内容:第１部は、開催まであと半年を切った東京 2020 オリンピック・パラリンピックの注目選手、 

見どころを語っていただきます。第２部は、『イチロー・インタビューズ 激闘の軌跡 2000-2019』（文藝春秋）を取り
上げ、雑誌「Number」宇賀康之編集長、読書の楽しみを広げる活動に取り組む NPO、書店員、図書館司書から、それぞれ
の立場でこの本の魅力を語っていただきます。 

学校図書館っておもしろい！ 

～関東学院小学校の徐先生に聴く仕事の魅力と、子どもが本に親しむきっかけづくり～ 

時間:10:30～11:40／会場:多目的スペース（大）／定員 200 名【事前申込・先着】 

内容:長年、学校図書館で子どもに本を手渡す司書教諭の徐奈美先生に、仕事のやりがいや魅力についてお話いただきます。”

子どもが自ら図鑑を作る”授業など関東学院小学校オリジナルの取組についてもお話いただきます。 

「街の本屋のブックカフェ in 読書フォーラム」 

時間:10:00～16:00／会場:多目的スペース（中）／【参加自由】 

○トークショー＆読み聞かせ 親子で楽しく学ぶ「防火・防災」○渡辺 泰氏（㈱有隣堂社長室室長）による講演「本が読みた

くなるカード”Life with Reading”を使って～読書から生まれる対話～」○ビブリオバトル「今日は猫の日。猫好き、集ま

れ！」○絵本のカバーを使ったエコバッグづくり※先着 10 名など 

戸塚図書館「子ども SOS の本」の展示とギャラリートーク ／         電子書籍リーダーの紹介・体験 ／ 

とつかリビングラボ 事業紹介 ／横浜市中央図書館 資料展示・貸出 ／戸塚区役所 戸塚区小・中・高・特別支援学校読書

活動パネル展  など 

 

お問合せ先 

教育委員会事務局生涯学習文化財課長   宮田 純一 Tel 045-671-3236 

『イチロー・インタビュー激闘の軌跡
2000-2019』石田雄太著 文藝春秋 

横浜市読書活動推進ネットワークフォーラム＠戸塚を 
令和２年２月 22 日（土）に開催します！ 

昨年度のイベントの様子  
公開読書会『ざんねんないきもの事典』 

令和元年 12 月 25 日 
教 育 委 員 会 事 務 局 
生 涯 学 習 文 化 財 課 
小 中 学 校 企 画 課 
中央図書館企画運営課 
戸 塚 図 書 館 
戸塚区役所地域振興課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

中止となりました。 



 

編集長が語る 
東京 2020オリンピック・パラリンピックの見どころ 

『イチロー・インタビューズ 激闘の軌跡 2000-2019』公開読書会 

令和2.2.22 
今、ニッポンのスポーツが熱い！ 

戸塚図書館「子ども SOSの本」の展示とギャラリートーク 

戸塚区小・中・高・特別支援学校 
読書活動パネル展 

っておもしろい！ 
学校図書館 関東学院小学校の徐先生に聴く仕事の魅力と、子どもが本に 

親しむきっかけづくり 

土 
10:00 - 16:00 

地域団体による おはなし会 

戸塚リビングラボ 『一人ひとりの意識の変化が、戸塚の未来を大きく変える』 

有隣堂 街の本屋のブックカフェ 
in 読書フォーラム 
 

Amazon のKindle電子書籍リーダー の紹介・体験 

展示・貸出 Number アスリートの魂 

『イチロー・インタビューズ  
激闘の軌跡 2000-2019』 

石田雄太著 文藝春秋 

主催 横浜市教育委員会  共催 戸塚区役所  
会場 戸塚区総合庁舎３階 多目的スペース 他 

協力 
入場無料 

申込みなど、詳細は裏面をご覧ください。 

全市的な読書イベント 

横浜市読書活動推進ネットワークフォーラム＠戸塚 

第１部 

第２部 



 

 

戸塚区役所 

戸塚区小・中・高・特別支援学校  
読書活動パネル展 

 学校では児童や生徒が読書を楽しむためのいろいろな工夫をしていま
す。学校によって工夫の仕方にも違いがあります。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。 

参加 
自由 

戸塚区総合庁舎３階 多目的スペース 
戸塚区戸塚町 16-17  
戸塚区総合庁舎３階 

主催：横浜市教育委員会 

共催：戸塚区役所 

問合せ先：横浜市教育委員会事務局生涯学習文化財課 

   ☎ 045-671-3283 FAX 045-224-5863 

   受付時間：月～金曜日の 8：45～17：15 ※12/28～1/5、祝日を除く 

※戸塚区総合庁舎駐車場の、駐車料金の減免はありませ

ん。 
※区役所専用駐輪場及びバイク駐車場は、ご利用できま

せん。 
※本フォーラムの内容は変更になる場合がございます。

予めご了承ください。 

横浜市民の読書活動推進 

Amazon の 

Kindle電子書籍リーダーの紹介・体験 

 Kindle電子書籍リーダーは、読書専用の端末です。メールやプッシュ通

知などの読書に妨げになる機能がないので、物語の世界に没頭できま
す。Kindle電子書籍リーダーのブースで是非ご体験ください！ 

参加 
自由 

横浜市中央図書館 

展示・貸出  Number アスリートの魂 

 これまで数々のアスリートを取材してきた同誌。裸の人間に迫るその記
事は、スポーツの感動を余すところなく伝え、読む私たちにアスリート
の抱く苦悩や歓喜をリアルに呼び起こしてきました。同誌がこれまでに

選んできた MVPアスリートを中心に、その人物やドラマを綴る著作を揃
え、展示紹介します。また、その場で貸し出しも行います。 

参加 
自由 

有隣堂 

『街の本屋のブックカフェ in 読書フォーラム』 

 
10：30～11：30 トークショー＆読み聞かせ  

親子で楽しく学ぶ「防火・防災」 戸塚消防署が動画投稿し大人気と 

なった「それゆけ！キッズ消防隊」が、かわいい絵本になりました！ 

11：50～12：40 渡辺 泰氏（㈱有隣堂社長室室長）による講演 

「本が読みたくなるカード“Life with Reading”を使って 

～読書から生まれる対話～」 

13：30～14：30 ビブリオバトル「今日は猫の日。猫好き、集まれ！」 

14：30～15：30【先着 10人/参加無料】ワークショップ 

「絵本のカバーを使ったエコバッグつくり」 

参加 
自由 

会場：戸塚区総合庁舎３階 多目的スペース（中） 

 募集 【締切 １月 24 日(金)】このイベントで、読書活動の実演、 
作品を展示してくださる団体等を募集中です！ 
詳細はホームページをご覧ください。（締切後、抽選） 

 

公開読書会 13：10 ～ 15：10 先着 200 人（空きがあれば当日参加可） 申込が必要 
会場：戸塚区総合庁舎３階 多目的スペース（大） 

第１部は、開催まであと半年を切った東京 2020オリンピック・パラリンピックの注目選手、見どころを Numberの 
宇賀編集長に語っていただきます。第２部は、『イチロー・インタビューズ 激闘の軌跡 2000-2019』（石田雄太著 文藝
春秋）を取り上げ、Number 宇賀編集長、読書の楽しみを広げる活動に取り組む NPO、書店員、図書館司書から、それ
ぞれの立場でこの本の魅力を語っていただきます。 

【 進行 】 
沼田 真一（ぬまた しんいち）氏 

明治学院大学非常勤講師。 

専門は社会デザイン論、ナラティ 

ブ論、ワークショップ論。 

旭区まちづくりポット代表。 

2018年 7月から『Number』編集長。
1995年 ㈱文藝春秋に入社し、
『Number』に配属。『週刊文春』『文
藝春秋』編集部を経て、2009年か
ら 2014年『Number』編集部デスク。 

安部 史織（あべ しおり）氏 

横浜市中央図書館企画調整係長。司書。息子の少年

野球をきっかけに始めた野球観戦は、今年で 10 年。 

石崎 信一（いしざき しんいち）氏 

㈱有隣堂書籍外商部書籍営業課勤務。 

店舗勤務は 20 年以上にわたる。 

ニックネームは「飛び込みの石ちゃん」。 

宇賀 康之（うか やすゆき）氏 

 

講 演 10：30 ～ 11：40 先着 200 人（空きがあれば当日参加可） 申込が必要 

長年、学校図書館で子どもに本を手渡す司書教諭の徐先生に、仕事のやりがいや魅力についてお話いただきます。 
また、子どもが本に親しむきっかけづくりとして取り組まれているブックトーク（あるテーマに沿って子どもに本を
紹介すること）やアニマシオン（読書が好きになるように導く指導法）のほか、”子どもが自ら図鑑を作る”授業など
関東学院小学校のオリジナルの取組についてもお話いただきます。 
さらに高学年にはどのような本を読み聞かせしているのか、ストーリーテリング（素話）や読み聞かせの後の子ども
の反応をどのように受け止めているかなどの疑問にもお答えいただきます。 
 

学校図書館っておもしろい！ ～関東学院小学校の徐先生に聴く仕事の魅力と、 
子どもが本に親しむきっかけづくり～ 

会場：戸塚区総合庁舎３階 多目的スペース（大） 

徐 奈美（じょ なみ）先

関東学院小学校  
司書教諭（専任） 

 

 

 

申込 
方法 １月21 日（火）9：00から【先着順】 

※１回の申請で、１プログラムお二人までお受けしま
す。※複数のプログラムへ参加を希望する場合には、再
度申請してください。※電子申請システムによるお申し

込みができない場合はお問合せください。 

横浜市電子申請システムで受付開始 

 

戸塚図書館 

「子ども SOS の本」の展示とギャラリートーク 

  

会場：戸塚区総合庁舎３階 多目的スペース（小） 参加 
自由 

戸塚図書館では、いじめ・児童虐待・家庭内暴力・性暴力・

貧困・防犯に関する児童書を集め、「子ども SOS の本」と名付

けています。今回は、「子ども SOS の本」約 50 タイトルを展

示するとともに、図書館司書が本の紹介等のギャラリー 

トーク（①10：00～ ②11：45～(約 15 分)）を行います。 

 

戸塚リビングラボ 
『一人ひとりの意識の変化が、戸塚の未来を 
大きく変える』事業紹介 

リビングラボについて紹介します。また、第２回とつか未来会議のテー

マとして取り上げた医療・介護、障がい、子育てに関するおすすめの本
を紹介します。 

 

参加 
自由 

会場：戸塚区総合庁舎３階 区民広間 

会場：戸塚区総合庁舎３階 区民広間 

会場：戸塚区総合庁舎３階 区民広間 

会場：戸塚区総合庁舎３階 区民広間 




