
（９）企画事業、その他の事業 
ア 全館事業 

内容（タイトル） 開催日 参加人数 

（人） 

特別展示「本が泣いています」 10/1-14  

教科書展示会 6/12-7/8 1,552
 
イ 中央図書館の事業（講演会、講座等） 

内容（タイトル） 講師 開催日 会場 
参加
人数

（人） 

医療情報コーナー開設１周年記念講座 玉地任子氏(医師) 中央図書館

ホール 
1/26 172 「がんの在宅医療 家で看取る～その人らしい生き

方の選択」 
在宅医療経験者 

情報検索講座 本とインターネットを使った調べ方のコツ 

 第１回 情報検索はじめの一歩 20中央図書館 
中央図書館司書 11/11 

会議室  第２回 はじめての医療情報の探し方 37
中央図書館 嶋原安三氏 3/4,3/7 延37ボランティアのための図書修理講座 会議室 

8/22,23 
中央図書館裏側（バックヤード）見学会  中央図書館司書 延80中央図書館

3/22（2回） 
中央図書館 10親子で楽しむ科学あそび講座 小川真理子氏 10/7 会議室 

横浜開港150周年記念プレイベント よこはま都市づくりシリーズ１ 都市のインフラづくり  

 第１回 鉄道開通と初代横浜駅 5/12 25

 第２回 開港場を支えた川と舟運 5/26 26
横浜開港資料館 中央図書館 

ホール 調査研究員 
 第３回 水道の整備と下肥処理 6/9 24

横浜開港150周年記念プレイベント よこはま都市づくりシリーズ２ 横浜開港と食文化  

横浜開港資料館 
11/11 27 第１回 ペリー来航時の日米宴会合戦 

調査研究員 
横浜都市発展記
念館調査研究員 

 第２回 横浜開港とパン食や肉食 11/25 46
中央図書館 

ホール 
神奈川県立歴史
博物館学芸員 

 第３回 横浜ビール事始め 12/9 37

よこはま大学リレー講座2007 『横濱を学ぶ ヨコハマで学ぶ』 

南学氏（横浜市立大学
エクステンションセンター長）

 
9/29 103ミナト街を楽しむヨコハマ通入門講座 

中央図書館 
オベリスク（市営地下鉄中川駅前）・横浜モスク
（都筑区早渕）を通じて、古代からイスラム時代ま
でのエジプト統合の歴史を考える 

ホール 久山宗彦氏（カリタス

女子短期大学学長） 
4010/6 

 
小杉史郎氏（情報セ
キュリティ大学院大学
客員研究員） 

大都市ヨコハマの競争力：中小企業のためのセ
キュリティ対策 

10/12 20 中央図書館 

会議室 
横倉節夫氏（神奈川
大学教授） 

 横浜と外国籍住民～共生社会の創造～ 3910/13 

国吉直行氏（横浜市
都市整備局上席調査役）

横浜の都市デザイン～実践から学ぶまちづくり
の手法～ 

横浜開港資
料館他 10/20 19

 
佐土原聡氏（横浜国
立大学大学院教授） 

 横浜 水とみどりの協働まちづくりに向けて 10/27 36
 

 異文化法の接触の場としての横浜 
出口雄一氏（桐蔭横浜
大学法学部専任講師）

10/31 21

中央図書館 

会議室 

岩村和夫氏（武蔵工
業大学教授） 

 住まいのベスト改修～横浜で考える 11/3 32

なぜ横浜にコーヒーが浸透したのか？～横浜の
珈琲貿易と文化～ 

坂井素思氏（放送大
学准教授） 

11/4 42
 

ヨコハマから“北米のフランス”を考える～歴史の
なかの港町：ケベックとモントリオール～ 

竹中豊氏（カリタス女
子短期大学教授） 

11/7 31
 

横浜を撮る、横浜で撮る～写真撮影スキルアッ
プの為のワークショップ～ 

三橋純氏（横浜美術
短期大学准教授） 

11/17 24
 

上山和雄氏（國學院
大學教授） 

 開港前後の横浜と人々の生活 11/17 41
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イ 中央図書館の事業（テーマ展示、図書展示） 
内容（タイトル） 開催日 

この本に美空ひばりがいた！－「美空ひばり学」のために－ 5/24-30 

納涼本 あなたの好きな、涼しい絵は？ 7/18-8/19 

「地球温暖化を知る・考える・行動する」展 7/18-8/9 

風をきって走る－自転車と文学とヨコハマ－展 9/5-25 

利用マナー向上ポスター展～一本松小学校４年生が描く 10/1-14 

職人芸から最先端技術まで－日本の技・技術の世界 10/9-29 

ヨコハマ発！文学賞の世界－横浜生まれの文学賞と、伸、英治、次郎、周五郎の賞－ 12/1-27 

「がんの在宅・緩和医療」展（医療情報コーナー開設１周年記念） 1/22-2/11 

西区文化財パネル展示会 3/11-25 
 

（人） ウ 地域図書館の事業 
館名 内容（タイトル） 講師 開催日 会場 参加人数

鶴見区制80周年記念パネル写真と本の展示
「鶴見線のものがたり」 

8/4-31 鶴見  鶴見図書館  

開館20周年記念事業   
横浜開港資料館
調査研究員  講演会「目で見る神奈川区域の産業史」  10/20 33老人福祉

センター
うらしま荘 講演会「神奈川宿を現代に伝える」 平塚あけみ氏 10/27 32

企画展示「神奈川区の産業～神奈川宿から
現代へ その変遷～ 

  10/16-28 

 
上映会（神奈川区ゆかりの自動車産業、老
舗料亭等のDVD上映） 

10/21，28 
（各日３回） 

神奈川図
書館 

神奈川 

『ねこの踊り場』 アマチュア影絵劇団「影絵サ
ークル・シルエットフェア」公演 

神奈川図
書館 

 3/15 33

7/31，3/25 中図書館こどもえいが会 延140
中 

中図書館中区区制80周年記念展示 「中区ゆかりの人と本」  9/26-10/2 

南図書館南 南区文化財ウィーク「南区郷土資料展」 1/25-2/17 

港南 港南図書館情報検索講座「横浜の地図をさがす」 中央図書館司書 12/16 10

 保土ケ谷区制80周年記念事業  

展示会「保土ケ谷区誕生の頃は・・・」  10/1-31 

 情報検索講座「横浜の地図をさがす」  中央図書館司書 10/6 20
保土

保土ケ谷
図書館 

ケ谷 

埋蔵文化財セン
ター調査研究員  講演会「保土ケ谷の古代遺跡を語る」 10/13 36

旭図書館 旭区郷土資料展  10/18-29 
旭 白根地区

センター 旭のいきいき人間登場 「調べるっておもしろい！」 笠原秀氏 12/2 23

磯子図書館 郷土資料展示会 「磯子区の四半世紀を振り返る」磯子 9/29-10/8 

相澤雅雄氏 緑ほのぼの
荘会議室

郷土史講演会 「土地に刻まれた村の歴史―
都筑郡十日市場村を事例として」 11/3 49

（郷土史家） 
緑区域の文化財展「殿谷遺跡と鴨居原遺跡を
中心として」 11/2-18 

緑図書館 
 展示物ミニレクチャー 

埋蔵文化財セン
ター調査研究員 11/10（２回） 延27

美空ひばりミニ展示～なつかしのブロマイドとともに～ 2/13-26 緑図書館 

緑 

緑図書館 絵本の読み聞かせ講習会 緑図書館司書 3/5,12,21 延54

開館30周年記念事業  

 青葉区の文化財パネルと埋蔵物展 10/30-11/11 

 写真展 あざみ野―あの時の昭和と平成― 10/30-11/11 

 みんなの“本にまつわるエトセトラ” 10/31-11/11 

 
子どもと絵本を！乳幼児と一緒に楽しむ、家
族のための絵本講座 

「空とぶじゅうたん絵
本と語り」ボランティア 11/2 26組

 図書館で星を見よう!～秋から冬の星空のはなし
山田幸一氏（神奈川
県立青少年センター） 11/4 39

 デジタルで残す青葉区まち歩き DVD上映  11/8-11 

 
 

山内図書館

山内 

青葉区郷土講演会「驚神社の祭礼と石
川村」  

横溝潔氏 
40 11/11 （郷土史研究家）

47



資料展示「青葉区の大山街道 （矢倉沢往還）」  1/29-3/2 
山内図書館山内 斉藤司氏（横浜市

歴史博物館学芸員）
3/2 30 講演会「青葉区の大山街道 （矢倉沢往還）」

「子どもが本に親しむための推進活動 ポスター
ギャラリー」 

都筑  12/27-1/13 都筑図書館

資料展示「横濱モダン生活～ハイカラな横濱へ
タイムスリップしてみませんか～」 

戸塚  7/20-8/31 戸塚図書館

ふるさと栄区の歴史 パネル・資料展示  10/3-7 
栄 栄図書館

講演会「栄区の町名の由来」 高野紀美子氏 10/7 23
 いずみ野と和泉川周辺の野鳥写真展 8/21-9/7 泉図書館
 いずみ自慢農産物フェア～地産地消キャンペーン～ 10/30-11/18 716

泉図書館矢沢定則氏 
 セミナー 「泉区の農業」 11/4 20（JA横浜）

クリスマスリースを作ろう 永井万恵氏 12/15 泉図書館 21

泉 

ブックフェア 女のキャリアの作り方～考えてみよ
う！仕事と暮らしのバランス～ 1/9-2/12  泉図書館 

「私のこの１冊～感動をあなたへ」「わたしたちの
だいすきな本」 

10/27- 
 瀬谷図書館 11/26 

大人が楽しむ絵本 瀬谷図書館司書 11/29,2/29 瀬谷図書館 延44瀬谷 

1/23-31 瀬谷区内市立中学校 優秀書き初め作品展覧会  瀬谷図書館
 

（人） エ 子ども読書の日 関連事業 
館名 内容（タイトル） 講師 開催日 会場 参加人数

スタンプマラソン  
各市立図書館 全館 4/3-6/30 

図書展示「読んでみよう、こんな本」 

第18回読書感想画コンクール横浜地区入
賞作品展示 

 中央図書館 中央 4/17-5/13 

子どもの読書の相談会 旭図書館司書 4/24，25 旭図書館 延15
旭 

4/3-30 旭図書館 図書展示「子どもと本の世界を楽しもう」  

磯子 図書館のおすすめ！絵本ミニ講座 磯子図書館司書 5/8,10 磯子図書館 延16

小学生が選ぶ、ぼくの・わたしのおすすめ本 
神奈川  5/1-28 神奈川図書館 

図書展示「神奈川図書館司書のおすすめ本」

港北 絵本の読み聞かせ講座 港北図書館司書 5/24 港北図書館 28

都筑 絵本キャラクター人気投票！！ 4/3-5/15 都筑図書館  

 
オ 読書フェスティバル 

内容（タイトル） 開催日 会場 参加人数

（人） 

中央図書館 
おはなし会とミニレクチャー（中央図書館司書、市民グループ） 11/17（延5回） 延117おはなしの部屋 

おもしろ読み聞かせ劇場  11/17 延300

清水眞砂子氏講演会「子どもの本とは何か」 11/18 126
中央図書館 
ホール 

ピアノ・歌・映像のある読み聞かせ「スノーマン」 ／朗読・演奏会「ランナー」 11/18 延180

展示「読み聞かせに向く絵本」 11/21-12/4 中央図書館 
1,300展示コーナー 展示「子どもが本に親しむための推進活動 ポスターギャラリー」 11/21-12/4 

 
カ 読み聞かせ等ボランティア養成講座 

内容（タイトル） 講師 開催日 会場 参加人数

（人） 

10/4,11,18 鶴見図書館 延76湯沢朱実氏、 

市立図書館司書 12/6,13,20 戸塚地区センター（戸塚図書館） 延73絵本の読み聞かせ講座

9/20,26,10/3 金沢地区センター（金沢図書館） 延85［小学生]（初心者向け） 平田美恵子氏、

市立図書館司書 1/31,2/5,19 都筑公会堂（都筑図書館） 延75

11/13,22,29 磯子図書館 延71石川道子氏、 絵本の読み聞かせ講座
［２～５歳児]（初心者向け） 市立図書館司書 延7011/30,12/11,18 港北図書館 

9/6,20,27 中央図書館 延55伊藤洋子氏、 ストーリーテリング講座 
（初心者向け） 市立図書館司書 10/11,25,11/1 南図書館 延53
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キ 読み聞かせ等ボランティア交流会・講師派遣等 
館名 内容（タイトル） 講師 開催日 会場 参加人数

中央 
神奈川県子ども読書活動推進フォ
ーラム「絵本から児童書へ」 中央図書館司書 10/27 

はまぎんホール ヴィ
アマーレ 

潮田地区センターおはなしボランテ
ィア講座 

鶴見図書館司書 6/1 潮田地区センター 14

「つるみっこ絵本広場」事業 協力ス
タッフ講座    

渡辺順子氏 
鶴見区保健師 
鶴見図書館司書

6/29, 
7/5,12 

鶴見図書館 延74

地域ボランティアグループへの絵本の
読み聞かせ研修 

鶴見図書館司書 10/25 鶴見図書館 8

区内保育施設職員研修会 鶴見図書館司書 11/8,12/13 鶴見図書館 延31
つるみ子育て・個育ちフォーラム （資
料展示、関連リスト配布、読書相談等） 

鶴見図書館司書 12/9 鶴見公会堂 

鶴見 

「つるみっこ絵本広場」公開講座 今尾光子氏 3/25 鶴見区役所 75

第９回南区おはなしネットワーク  3/13 南図書館 12
南 南図書館おはなしボランティア支援

講演会「子どもに本を！」 
渡辺順子氏 3/21 南図書館 29

港南 港南区おはなしボランティア交流会  1/15 港南図書館 33

絵本やわらべうたを赤ちゃんに  11/6 桜ケ丘コミュニティハウス 15保土
ケ谷 子育てサロン運営者研修 

保土ケ谷図書館
司書 11/7 

保土ケ谷区福祉保
健活動拠点 20

山北町中央公民館 読み聞かせボ
ランティア講習会 緑図書館司書 2/20 山北町中央公民館 10

緑 
第1回みどりおはなしフェスタ（おは
なし会、講座） 緑図書館司書 3/25,27 

緑区子育て拠点 
いっぽ 延105

つづきの丘小学校コミュニティハウス
絵本講座 

都筑図書館司書 9/20 
つづきの丘小学校コ
ミュニティハウス 20

都筑 
グループすこやか勉強会 都筑図書館司書 12/20 かけはし都筑 17

栄区読み聞かせボランティア交流会 平田美恵子氏 
10/17,31, 
11/7 栄図書館 延85

栄 
栄区読み聞かせボランティア交流会 岩原幸子氏 2/21,26 栄区役所 延61

泉 読み聞かせ・おはなしボランティア交流会  1/29 泉図書館 25
瀬谷区社会福祉協議会主催読み聞
かせボランティア講座 

瀬谷図書館司書 11/21,28 瀬谷図書館 延34
瀬谷 

地区センター職員への図書修理講座 瀬谷図書館司書 12/21 中川地区センター 14
 
ク おはなし会 
   
館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数 

中央 34 
(5) 

543 
(117) 

南 57 
(46) 

1,588 
(1,541)

磯子 71 3,385 山内 64
(44)

2,010  
(1,378) 

泉 44 377

鶴見 75 3,404 港南 117 
(101) 

3,942 
(3,777)

金沢 20
(3)

407
 (63)

都筑 21 344  瀬谷 34 640

神奈川 27 167 保土
ケ谷 45 1,141 港北 32

(9)
485 
(332) 戸塚 47 866  

中  27 
(12) 

496 
(192) 

旭 20  245 緑  29
(12)

588 
(253)

栄 26
 (9)

250 
 (95) 

合計 
790 
(241) 

20,878
 （7,748）

 
ケ 一日図書館員 
館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数

中 4 62 磯子 3 34 緑 2 53 栄 2 19 瀬谷 １ 10

港南 2 29 金沢 2 32 都筑 3 40 泉 6 37 合計 25 316
 
コ 館内利用者用検索機使い方講座 
館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数 館名 回数 参加人数

鶴見 8 16 南 10 12 磯子 1 3 都筑 2 11 瀬谷 2 25

中 3 7 旭 2 21 緑 5 20 栄 2 4 合計 35 119
 
サ 後援 

 

館名 事  業  名 開 催 日 会 場 参加人数 

未来をつくろう図書館で！ ＰＡＲＴ３ 5/27 神奈川県近代文学館 137
中央 

第９回図書館総合展 11/7-9 パシフィコ横浜 延23,090

（人） 

（人） 

※福祉保健センター・幼稚園・保育園への出張おはなし会を含む。 
※(  )内は市民ボランティアによるおはなし会で、内数。中央図書館は、読書フェスティバルのおはなし会を含む。
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