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２０１２年  ４月号

春は、何かをはじめたくなる季節ですね。市立図書館では、４月から５月にかけて「新しいこと、本といっしょに。」をテーマに、

様々なイベントを開催します。新しい本との出会いに、新しいことをはじめるきっかけづくりに、ぜひ図書館をご活用ください。 

新しいこと、本といっしょに。

１ 

企画展示「新学期、読んでみようこんな本」 

新学期、学年が変わって、どんな本を読もうかな？

と思ったら、こちらの展示を参考に。 

市立図書館がおすすめする子どもの本を展示し

ます。新しい本との出会いがあるかも！ 

このほか各図書館では、行政書士による身近な法律

講座、歴史講座・講演会、文学賞の展示なども開催し、

みなさまの「新しく、知る」をサポートします。 

金環日食を楽しむ 

首都圏では実に 173 年ぶりとなる金環日食が、

５月 21 日(月)に観測されます。当日は午前７時 30 分

頃、リングを最も美しい状態で見ることができる 

「中心食線」が、横浜市内では港北区・都筑区・緑区・

旭区・瀬谷区を通ります。 

市立図書館では、上記の区を 

含め７つの図書館で、写真や 

関連図書などを展示し、金環 

日食の楽しみ方をご紹介します。 

おはなし会 

市立図書館では、今年の春も、子ども読書の日特別

おはなし会をはじめ、全館でおはなし会を開催します。

「大人のためのおはなし会」や紙芝居の会、 

「影絵を楽しむ会」など一味 

違ったものもあります。この 

機会にあなたも、おはなしの 

世界を訪ねてみませんか。 

このほか、読書スタンプラリー、読書クイズなど、

本に親しむためのイベントも開催します。 

ホームページ 
http://www.city.yokohama.lg.jp 
/kyoiku/library/ 

各イベントの詳細は２～３ページをご覧ください。

1987 年９月 23 日の金環日食 

画像提供：千葉清隆氏 

撮影地：沖縄（国立天文台）

昨年の展示の様子（中央図書館） 

展示で紹介する本の

一覧は市立図書館 

ホームページでもご覧

になれます。 

新しく、出会う 新しく、知る 

新しく、はじめる

図書館でボランティア 

市立図書館では、各図書館でボランティアが活躍し

ています。ボランティア活動をしたいけど少し迷って

いるという方は、この春から図書館で、はじめてみて

はいかがでしょうか。 

３～４月に募集があるのは、中央・旭・磯子・港北図書館
です。詳しくは、各図書館のホームページか、市立図書館 

  ホームページ「企画事業のご案内」をご覧ください。 



  
 

 
         

@ Lib 子ども読書の日/講座・講演会/テーマ展示 ４月  

※４月の休館日は 16 日(月)です。 

※事前申込の行事について 

ご記入いただいた個人情報は、事業の目的以外には利用しません。

講座・講演会 

２ 

テーマ展示 

■都筑図書館 

特別展示「子どもたちが描くものがたりの世界 
区内小学生による読書感想画展示」 

〔期間〕４/19(木)～26(木) 
〔会場〕都筑区総合庁舎１階区民ホール

■鶴見図書館 

図書館クイズ 
〔内容〕正解するとめいろカードをプレゼント。  
〔期間〕４/20(金)～５/13(日) 

■戸塚図書館 

ウナシーがやってくる 
〔内容〕好きな本を持って、 

「ウナシー」と記念写真が 
撮れます。 

※カメラの用意はありません。 

〔日時〕４/21(土) 各回 30分 
①11:00 ②13:00 ③15:00 

〔定員〕各回当日先着 20 人 

■山内図書館 

企画展示「開館 35 周年記念～ 
35 年、読み継がれる絵本たち」 

〔期間〕４/17(火)～５/20(日)  

■旭図書館 

大人のための紙芝居の会 
～紙芝居おじさんがやってくる！ 
〔内容〕旭区の民話紙芝居を上演します。 

〔日時〕４/28(土)14:00～14:30 

〔定員〕当日先着 30 人 

■港南図書館 

人生の終(しま)いかた講座 
～遺産・相続・成年後見など～ 

〔日時〕５/12(土) 

講座 14:00～15:30 

相談会 15:30～16:30(当日参加者対象・希望者) 

〔申込・定員〕４/12(木)９:30～港南図書館

カウンターまたは電話で。先着 30 人 

〔講師〕安友千治氏(神奈川県行政書士会

副会長) 

■都筑図書館 

よくわかる相続と遺言講座 
～身近なまちの法律家・行政書士に聞く～ 
〔日時〕５/18(金)13:00～15:00 

※個別相談は講座終了後、順次ご案内 
〔会場〕都筑区総合庁舎６階大会議室 
〔申込・定員〕４/17(火)９:30～都筑図書館

カウンターまたは電話で。先着 30 人 
〔講師〕櫻井正明氏(神奈川県行政書士

会企画部) 

■市立図書館全館で 

企画展示「新学期、読んでみようこんな本！」 
〔内容〕市立図書館がおすすめする児童

書をご紹介します。 

中央 ４/17(火)～５/20(日) 

旭 ４/１(日)～５/７(月) 

泉 ４/11(水)～５/13(日) 

磯子 ３/21(水)～４/23(月) 

神奈川 ４/３(火)～30(月・振休) 

金沢 ４/３(火)～30(月・振休） 

港南 ４/４(水)～５/８(火) 

港北 ４/21(土)～５/13(日) 

栄 ４/４(水)～５/８(火) 

瀬谷 ４/11(水)～５/10(木) 

都筑 ４/１(日)～30(月・振休) 

鶴見 ４/20(金)～５/13(日) 

戸塚 ４/１(日)～５/７(月) 

中 ４/11(水)～５/13(日) 

保土ケ谷 ４/７(土)～24(火) 

緑 ４/17(火)～30(月・振休) 

南 ４/７(土)～５/12(土) 

山内 ４/17(火)～５/20(日) 

■港北図書館 

図書修理ボランティア入門講座(全２回) 
〔日時〕５/16(水)、17(木) 

〔対象〕講座終了後、港北図書館で図

書修理ボランティアができる人 

〔申込・定員〕４/24(火)９:30～港北図書

館カウンターまたは電話で。先着 10 人

■鶴見図書館 

歴史講演会「浅野総一郎とその時代」
〔内容〕京浜地区埋立の祖といわれる 

浅野総一郎の功績とその時代について

映像や図書を用いてお話いただきます。

〔日時〕４/27(金)10:00～12:00 

〔申込・定員〕４/11(水)９:30～鶴見図書

館カウンターまたは電話で。先着 30 人

〔講師〕林正己氏(鶴見歴史の会) 

■中央図書館 

日米桜交流 100 周年横浜 

企画展示「春爛漫 
横浜絵葉書に見る桜」 
〔期間〕３/20（火・祝） 

～４/15（日） 

〔会場〕中央図書館 

３階展示コーナー 

子ども読書の日 ４月23日は「子ども読書の日」。市立図書館では、全館で「子ども読書の日」にちなんだ行事を
行います。ぜひご参加ください。※子ども読書の日特別おはなし会は３ページをご覧ください。 

■神奈川図書館 

影絵を楽しむ会 
〔日時〕４/14(土) 

13:00～13:40(予定) 

〔対象〕ひとりで参加できる子～小学６年生

〔定員〕当日先着 30 人 

〔演者〕ボランティアグループ シルエットフェア 

■金沢図書館 

金沢図書館で本をかりてよもう！ 

(読書スタンプラリー) 
〔内容〕スタンプ４つで「りーど」 

のシールプレゼント。     

〔期間〕４/18(水) 

 ～５/15(火) 

こどもの読書週間記念ポスター展示会 
〔期間〕４/18(水)～５/15(火) 

■港北図書館 

読書スタンプラリー 

〔内容〕スタンプを集めて、シールをもらおう。

〔期間〕４/１(日)～５/31(木) 

■旭図書館 

展示「鳥の不思議。大発見!」 
〔期間〕４/17(火)～５/18(金) 

■南図書館 

時代を読む～芥川賞・直木賞を中心に～ 
〔期間〕４/20(金)～５/17(木) 

中央 ４/10(火)～６/８(金) 
旭 ４/20(金)～５/20(日) 

港北 ３/20(火・祝)～５/20(日)

瀬谷 ４/25(水)～５/28(月) 

都筑 ５/11(金)～５/28(月) 

鶴見 ４/28(土)～５/27(日) 
緑 ４/28(土)～５/20(日) 

金環日食を楽しもう 
●展示 

戸塚区マスコット

キャラクター 

「ウナシー」 

金沢図書館 

マスコットキャラクター

「りーど」 

横濱三渓園入口の櫻 

●サイエンスカフェ 
〔日時〕５/13(日)14:00～16:00 

〔会場〕中央図書館５階第１会議室 

〔定員〕先着 40 人  

〔申込〕４/17(火)９:30～ 
<1>中央図書館３階カウンター  
<2>電話(262-7336) 
<3>E メール(ky-libevent@city.yokohama.jp)

申込時に行事名・氏名・電話番号をお知らせください。 

〔講師〕山田陽志郎氏(国立天文台) 

●星のおはなし会 
〔日時〕５/12(土)①10:30 ②11:30 

〔会場〕都筑図書館 



中央 
●４/４、18(水)11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着15 組)

旭 
●４/25(水)10:30 

(０～３歳児と保護者 当日先着12 組)

泉 
●４/24(火)①10:30 ②11:15 

(２･３歳児と保護者 各回先着 15 組)

〔申込〕３/27(火)９:30～  

磯子 
●４/19(木)11:00 

(２・３歳児と保護者 先着 15 組)

〔申込〕４/12(木)９:30～ 

神奈川 
●４/24(火)11:00 

(０～２歳児と保護者 当日先着15組)

金沢 
●４/25(水)10:30 

(１・２歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕４/11(水)９:30～ 

港南 
●ボ４/13、27(金) 

①10:00(０～２歳児と保護者) 

②10:40(２～４歳児と保護者) 

港北 
●４/19(木)11:00 

(１～３歳児と保護者 先着 15 組) 
〔申込〕４/10(火)９:30～ 

栄 
●４/24(火)11:00 

(２・３歳児と保護者 当日先着 12 組)

瀬谷 
●４/12(木) ①10:30 ②11:15 

(乳幼児と保護者 先着 12 組) 

〔申込〕４/５(木)９:30～ 

都筑 
●４/12(木)①10:00 ②10:45 

(２・３歳児と保護者 各回先着10 組)

 〔申込〕３/29(木)９:30～ 

鶴見 
●４/24(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者) 

戸塚 
●４/６(金)11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着20 組) 

中 
●協 ４/10(火)、28(土)10:30 

(１歳児～と保護者) 

緑 

●協 ４/11(水)11:00 

(２・３歳児と保護者) 

●協 ４/18(水)①10:00 ②11:00 

(０・１歳児と保護者 各回当日先着 12 組)

南 
●ボ４/17(火) 

①10:30(０～２歳児と保護者) 

②11:30(２～４歳児と保護者) 

山内 
●協 ４/13、27(金) 

①11:00 ②11:30(１歳児～と保護者) 

中央 

●４/11、25(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 

●ボ４/７、14、21(土) 

①14:00(ひとりでおはなしを聞ける子～)

②14:30(小学生～) 

旭 
●協 ４/11(水)16:00 

(３歳～当日先着 30 人) 

泉 ●ボ４/８(日)14:00(４歳～) 

磯子 

●４/11(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子～小学１年生) 

●４/25(水 )①15:30(ひとりでおはなし

を聞ける子～小学１年生) ②16:00(小学生) 

神奈川 ●４/３(火)15:30(３歳～小学２年生) 

金沢 
●４/18(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

港南 
●ボ４/22(日) 

①14:30(３歳～) ②15:00(小学生～) 

港北 
●４/11、25(水)15:30 

(４歳～小学２年生) 

栄 
●４/11(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子～10 歳) 

瀬谷 ●４/25(水)15:30(３歳～) 

都筑 
●４/18(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

鶴見 
●４/11(水)15:00 

(３歳～と保護者) 

戸塚 

●ボ４/14(土)14:00 

 (４歳～小学校低学年 当日先着 20 人) 

●４/18(水)15:00 

(４歳～小学校低学年 当日先着 20 人)

中 ●協４/４(水)15:30(３歳～) 

保土ケ谷 
●４/４、18(水)15:30 

(３歳～小学校低学年) 

緑 

●協 ４/25(水)15:30 

(３歳～当日先着 20 人) 

●ボ４/28(土)15:30 

  (３歳～当日先着 20 人) 

南 
●ボ４/11(水)15:30(３歳～) 

●ボ４/14(土)11:00(５歳～) 

山内 
●協 ４/11、25(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける３歳～) 

 

 
 

@ Lib 講座・講演会/展示 ６月  

※事前申込の行事について： 

ご記入いただいた個人情報は、

事業の目的以外には利用しません。
@ Lib おはなし会 ４月 

※特別に記載がない限り、 

各行事への参加は無料です。

※問合せは各図書館へ

無印 司書によるおはなし会 

ボ  ボランティアグループによるおはなし会 

協  司書とボランティアの協働おはなし会 
おはなし会 

定例親子おはなし会 定例おはなし会

３ 

中央 

「子ども読書の日」とくべつおはなし会 

●４/28(土) 
①11:00(１～３歳児と保護者) 

②14:00(ひとりでおはなしを聞ける子～) 

③14:30(小学生～) 

泉  

春の青空おはなし会  
●４/18(水)  

①15:30(幼児～小学１年生) 

②16:00(小学２年生～) 
〔場所〕泉図書館の中庭 

(雨天の場合は２階会議室)  

磯子  

子ども読書の日・家族みんなでおはなし会  
●４/28(土)①10:30(乳幼児と保護者)  

②11:30(幼児と保護者) 

③13:30(幼児～小学１年生) 

④15:30(小学生) 

金沢  

「子ども読書の日」特別おはなし会 
●４/22(日)  

①10:30(乳幼児と保護者 先着15組) 

〔申込〕４/13(金)９:30～ 
②11:30 (ひとりでおはなしを聞ける子 

 当日先着 30 人) 

港南 
 

おはなしいっぱい 

● ボ ４ /28( 土 ) ① 10:30  ② 11:05 
③13:00 ④13:45  

〔対象〕①②０～４歳児と保護者 ③④３歳～ 

港北  

おはなし大会 

●ボ４/28(土 )①10:30(１～３歳児 と
保 護 者 )  ②11:30(４ 歳 ～小 学 ２

年生) ③14:00(どなたでも) 

④15:00(小学生～) 

栄 
 

「春の読書週間」とくべつおはなし会  
●ボ４/28(土) 

①14:00(２歳～) ②15:00(４歳～) 

各回先着 30 人 

瀬谷 
 

子ども読書の日 日曜ひよこのおはなし会 
●４/21(日)11:00 

(乳幼児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕４/13(金)９:30～ 
子ども読書の日 わくわく座・かみしばいのおはなし会 

●４/22(日) 

①14:00(３歳～) ②14:30(５歳～) 
保護者同伴可 

都筑  

「子ども読書の日」特別おはなし会  
●ボ４/21(土)①10:30 ②11:30   

③14:00 ④15:00  
〔場所〕都筑区総合庁舎１階区民ホール

〔対 象〕①②幼 児～③④小学 生～ 

各回保護者同伴可 
〔協力〕つづきっこ読書応援団 

鶴見 

母の日とくべつおはなし会 

●５/12(土 )①10:30(１歳６か月～３

歳児と保護者) ②11:00(４か月 ～
１歳６か月の乳幼児と保護者) 

〔申込〕４/24(火)９:30～ 

戸塚 
「子ども読書の日」わくわくおはなし会 
●ボ４/21(土) 14:00 

(小学生～当日先着 20 人) 

中 
「よんでみようこんな本」おはなし会  
●協 ４/18(水)15:30(３歳～) 

 
子ども読書の日とくべつおはなし会 

●４/21(土)11:00(幼児～小学校低学年) 

山内 

春のおはなし会とミニ工作  
●５/５(土・祝)①11:00 ②14:00  

(小学１・２年生、または未就学児と 

保護者 各回先着 20 人) 

〔申込〕４/17(火)９:30～ 

特別おはなし会  

■磯子図書館 
〔内容〕大人が楽しめる語り

の会です。 
〔日時〕４/８(日) 

13:30～14:30 
〔対 象 〕おはなし会やストーリ

ーテリングに興味のある人、
おはなしを聞いてみたい人 

〔申込・定員〕３/23(金)９:30
～磯子図書館カウンターま
たは電話で。先着 25 人 

大人のための
おはなし会  

■山内図書館 

こどもを育てる あそびとおはなし！

“おはなしごっこ０１２”(全６回)  
〔日時〕４～９月の第４木曜日 10：30～11：45 
〔対象〕全回参加できる、０～２歳児と保護者 
〔定員〕15 組(抽選) 
〔申込〕４/１(日)９：30～４/14(土) 

< １ > 山内図書館カ ウ ン タ ー  < ２ > Ｆ Ａ Ｘ
(902-4492) <３>Ｅメール(kikaku@yamauchi-lib.jp) 
当選者のみ、４/18(水)までに連絡します。 

〔参加費〕テキスト材料費：1200 円 
〔共催〕ＮＰＯ語り手たちの会“おはなし 

ごっこ０１２”チームよこはま

 参加者に 
オリジナル 
ミニハンカチ 
プレゼント 

 当日、アンケート
回答者に記念品
プレゼント 

 参加者にオリジナル 
ミニハンカチプレゼント 

保土ケ谷 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＹＯＫＯＨＡＭＡ 
  図書館めぐり 

 第１7 回 山内図書館  

横 浜 市 立 図 書 館 一 覧    市 外 局 番 は（045）です。 
図 書 館 電話番号 図 書 館 電話番号 図 書 館 電話番号 

中央図書館 262-0050 港南図書館 841-5577 戸塚図書館 862-9411 
旭図書館 953-1166 港北図書館 421-1211 中図書館 621-6621 
泉図書館  801-2251 栄図書館 891-2801 保土ケ谷図書館 333-1336 
磯子図書館 753-2864 瀬谷図書館 301-7911 緑図書館 985-6331 
神奈川図書館 434-4339 都筑図書館 948-2424 南図書館  715-7200 
金沢図書館 784-5861 鶴見図書館 502-4416 山内図書館 901-1225 

平 成 ２４年 ３月 ２０日 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/ 電 話 045(262)7334 FAX045(262)0052 

４

基礎データ （Ｈ23.３.31 現在） 
昭和 52 年４月 12 日 開館 
蔵 書 数        192 ,738 冊  
年 間 総 貸 出 冊 数  726 ,970 冊  
一日平均入館者数    1 , 605 人 

♪駅から徒歩３分 
山内図書館は、「丘の街」青葉区にあります。あざみ野駅（市営

地下鉄・東急田園都市線）からゆるやかな坂をのぼって徒歩３分、
白いタイル壁が目印です（山内地区センター併設）。 

♪ボランティアとの協力 
おはなし会や企画展示・図書修理など、様々 

な場面でボランティアに支えられ、協力しあいな 
がら活動しています。平成 23 年の夏休みには 
「夏のおはなし祭り」と題し、朝から夕方まで一日中 
おはなし会を開催。絵本・紙芝居・語り・遊び・ 
折り紙教室などの個性豊かなパフォーマンスに、 
家族そろって楽しむ姿も。年内最多の来館者数を記録するほどの
盛り上がりをみせたイベントとなりました。「本の修理ボランティア」では、
修理箇所が判別できないほどの完成度で本が生まれ変わります。
寿命の延びた本が大切に扱われますように、そんな願いがこめられています。 

♪デジタルコンテンツで情報発信 
ホームページ・ｉＰａｄ・ツイッター・ブログ・メールマガジンを用いて、

図書館のイベントや地域の情報を発信しています。ホームページ最新
コンテンツの「青 葉 区 いろはカルタ」は、 
カルタゲームで遊んでいるうちに、青葉区の 
歴史や文化を学ぶことができる優れもの。 
他にも館内限定のｉＰａｄ版には「郷土の 
紙芝居」など楽しい情報が盛りだくさん。 
まずは、ホームページをチェックしてみてください。 

♪開館３５周年 
平成 24 年４月12 日。山内図書館は開館３５周年 
を迎 えます。４月 から展 示 や講 演 会 をはじめとした 
記念イベントを開催する予定です。これからの山内 
図書館にご期待ください。 

開館時間 

●火曜日～金曜日：午前９時３０分～午後７時 

（中央図書館、山内図書館は午後８時３０分まで。 

ただし、中央図書館学習室は午後７時まで。） 

●土曜日・日曜日・月曜日・祝(休)日・１２月２８日 

：午前９時３０分～午後５時 

●１月４日：正午～午後５時 

休館日 施設点検日（月１回＊３月は２０日、４月は１６日）／

１２月２９日～１月３日／図書特別整理日 

以下は広告欄です。「＠Ｌｉｂ４月号」の掲載内容とは関係ありません。  

お知らせ 

■泉・港北図書館 

工事のお知らせ 
 ご迷 惑 をおかけしますが、ご理 解 ・ご協 力
をお願 いします。 

泉

外壁・屋上防水改修工事（～３月末（予定）)
工事に伴い、駐輪場が利用できなくな

るため、臨時駐輪場を設けます。また、
工事期間中は大きな騒音が発生します。

港

北

屋上防水・雨水管の工事（～３月末（予定）)
工事に伴い、断続的に騒音・振動が

発生します。 

もう登録されましたか？ 

 市立図書館メールマガジンのご案内  

毎月 20 日頃配信している、17 館（※）各館の
メールマガジンです。各館のイベント情報、お知
らせ、休館日・開館時間の情報をお伝えしてい
ます。また、本の紹介、地域の豆知識など、ち
ょっと役に立つ情報が載ることも。メールマガジ
ンの配信登録をして、より便利に図書館を活
用しませんか？ 

夏のおはなし祭り 

横浜市立図書館メールマガジン  

ご注意  

このメールマガジンはパソコン用です。携帯電話のアドレス

で登録いただいた場合、正しく表示されないことがあります。

（※）山内図書館のメールマガジンについては、山内図書館
ホームページをご覧ください。http://yamauchi-lib.jp 

検索  

広 告 
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