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お知らせ／講座・講演会／創立 90 周年事業 ｐ．２

おはなし会／子ども向け行事            ｐ．３
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横浜市立図書館情報紙 : アットリブ  

２０１２年  ３月号

進学・就職・転勤・定年退職等…新しい環境での生活は楽しみな反面、不安もあるのではないでしょうか。図書館には

様々なテーマの本や情報がありますので、知りたいことはもちろん、＋αの情報も手に入ります！ぜひご活用ください。

新生活の準備は図書館で！ 

１ 

ひとり暮らしをはじめる方に 

大学入学、就職、単身赴任など、ひとり暮らしを 

始める理由はいろいろですが、共通して気になるのはお金や

日々の生活のことです。『ひとり暮らしの賢い節約ｂｏｏｋ』【591】

は、収入に見合ったお金の使い方、節約の方法などが載って

います。また、今まで料理をしたことがない人には、『調理以前

の料理の常識』【596】がおすすめです。お米の研ぎ方、包丁の

正しい握り方、野菜の切り方など、料理をする際の基本を教え 

てくれます。そして、『かしこい家しごと』【590】 

や『男子家事』【590】 には料理だけではなく、

洗濯、掃除など家事のコツも載っています。 

海外勤務が決まった方に 

海外勤務が決まったら、赴任の準備、住まい探し、 

引越しの段取り、子どもの教育に関することなど、手続き・手配

することはたくさんあります。そんなとき、『海外赴任ガイド』

【290.9】、『海外勤務を命じられたら読む本』【336.4】が役に立

ちます。また、海外での結婚・出産・子育てに関する本（＊２）、

病気になったときの会話集（＊３）もいざというとき参考になります。

＊２『アメリカで結婚・出産・子育ての安心ガイド』【329.4】など 

＊３『海外で病気になったら絵で会話 東アジア・東南アジア・南アジア編』【801】など 

人とのおつきあいに不安を感じている方に 

引越しやお子さんの入園・入学など、新しい環境 

に慣れるのは誰でも大変です。神経質になり過ぎる 

ことはありませんが、ちょっとした気遣いが人間関係をスムーズ

にします。 『ママのための賢いおつきあいルール』【361.4】、

『基本のマナーBOOK 日常生活編』【385】には、ふるまいに関

するアドバイスが載っています。  

就職活動をはじめる方に 

就職は自分の人生を考える大きな岐路です。 

職に就くために何を考えどう行動するべきか困っていたら、『池

上彰の就職読本』【336.4】、『就活のための自分マーケティング』

【336.4】などはいかがでしょう。また、自分の就きたい仕事や職種

がある程度絞り込めたら、業界研究も必要ですね。『業界地図』

【335.2】や、各分野の業界解説書（＊１）も参考になります。 

＊１『○○業界の動向とカラクリがよ～くわかる本』（秀和システム）など。 

※「○○」は「銀行」「ゲーム」など、業界名が入ります 

ひとり暮らしをはじめる方に 
『ひとり暮らしの賢い節約ｂｏｏｋ』(主婦と生活社) 
『調理以前の料理の常識』(渡邊香春子/緒 講談社) 
『かしこい家しごと』(ベターホーム協会/編 ベターホーム出版局) 
『男子家事』（マガジンハウス） 

就職活動をはじめる方に 
『池上彰の就職読本』(池上彰/著 オクムラ書店) 
『就活のための自分マーケティング』(佐藤正弘/著 中央経済社)
『会社四季報業界地図』（東洋経済新報社） 
『日経業界地図』（日本経済新聞出版社） 

人とのおつきあいに不安を感じている方に 
『ママのための賢いおつきあいルール』(諏内えみ/著 大和出版) 
『基本のマナーBOOK 日常生活編』(西出ひろ子/監修 マーブルトロン) 

海外勤務が決まった方に 
『海外赴任ガイド』(JCM/編 ＪＣＭ) 
『海外勤務を命じられたら読む本』（白藤香/著 中経出版） 
『アメリカで結婚・出産・子育ての安心ガイド』 

（山本美知子・斉藤由美子/著 亜紀書房） 
『海外で病気になったら絵で会話 東アジア・東南 

アジア・南アジア編』（吉岡保/著 法研） 

※本のタイトルの後にある【番号】は、図書館の本棚にならんだときの本のラベル番号です。

紹介した本の一覧 

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

定年退職される方に 
 長い間、お疲れ様でした。時間にゆとりができたら、 

知識を深めたり、新しいことを始めるのもいいですね。 

図書館は情報を入手するのに絶好の場所です。もちろん、 

定年後の生活、年金、住まいに関する本や、新聞・雑誌・小説・

趣味の本等々もそろえています。ぜひ、ご利用ください。 

簡易版蔵書
検索ページ



  
 

 
         

@ Lib お知らせ/講座・講演会/創立９０周年事業 ３月  

※３月の休館日は 19 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 

お知らせ 

■旭図書館 

臨時休館 ３/15（木） 
雷等による波及事故防止工事のため、

臨時休館いたします。 

■泉・港北・山内図書館 

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。  

■中央図書館 

書 架 整 理 ボランティア・読 み聞 か
せボランティア募集 
〔内容〕ボランティア活動に参加してくだ

さる方を募集します。活動場所：中央
図書館、対象：以下の研修に参加で
きる、18 歳以上の人（読み聞かせボラ

ンティアは下記の３日とも参加できる人） 

① 

備えは大丈夫！？ 
ライフプランとお金のはなし 
３/22（木）13：30～15：00 
〔講師〕髙橋勲氏（神奈川県金融広

報アドバイザー） 

② 

知っておきたい！相続のあれこれ 
３/27（火）13：30～15：00 
〔講師〕大和めぐみ氏（行政書士） 

※講座終了後、無料相談会あり 
（当日参加者対象・希望者） 

③ 

これでナットク！年金基礎講座 
３/28（水）13：30～15：00 
〔講師〕和田幸世氏（神奈川県金融

広報アドバイザー） 

■山内図書館 

講座「がん、高血圧も遺伝病？ 
～横浜市立大学・山内図書館連携講座～」 
〔内容〕病気と遺伝の関係を最新の遺

伝子医学の見地から解説します。 
〔日時〕３/８（木）14:00～15:30 
〔申込〕市大ホームページで受付中。

http://www.yokohama-cu.ac.jp/med/
kouza/120308.htmlを参照し、お申込くだ
さい。※山内図書館では受付できません。 

〔講師〕平原史樹氏（学 術 院 医 学 群 医

学部産婦人科学教授） 

将来の生活設計とマネープラン 
〔内容〕ライフイベントにあわせた資金計

画や金融商品についても学びます。 
〔日時〕３/18（日）14:00～16:00 
〔講師〕髙橋勲氏（神奈川県金融広報アドバイザー）

〔申込・定員〕２/21（火）９:30～山内図
書館カウンターまたは電話・E メール 
（kikaku@yamauchi-lib.jp）で。先着 20人
Ｅメール記載事項：①件名「マネー講座
申込 ②氏名・ふりがな ③電話番号 

 書架整理  読み聞かせ 
研修  
日時  

４/27（金） 
10：00～12:00  

５/９、16、23（水） 
10:00～12:00 

定員  20 人（抽選） 15 人（抽選） 

活動開始 ４月下旬 から ６月から 

活動  
日時  

８:40～閉館 30
分前のうち、 
都合のよい時間 

水曜日・土曜日の
午 後 に 実 施 し て
いるおはなし会 

創立９０周年事業 

■戸塚図書館 

講演会「近代の戸塚と交通のあゆみ

～鉄道の開通と宿場町のその後」
〔日時〕３/17（土）14:00～15:30 
〔会場〕戸塚地区センター会議室Ａ 
〔対象〕一般（高校生以上） 
〔申込・定員〕２/22（水）９:30～戸塚図書

館カウンターまたは電話で。先着 60 人
〔講師〕岡田直氏（横浜都市発展記念館調査研究員）

資料展示「戸塚一歩二歩散歩 
～地図や写真、本で見る戸塚～」

〔期間〕２/21(火)～３/18（日） 

テーマ展示 

■中央図書館 

時代を読む～芥川賞・直木賞を中心に～
〔期間〕２/21(火)～３/18(日) 
〔会場〕中央図書館 1 階展示コーナー

企画展示「中央図書館ではボラン
ティアが活躍しています！」 
〔期間〕３/20（火・祝）～ ４/15（日） 
〔会場〕中央図書館１階展示コーナー 

■磯子・金沢・都筑・戸塚・南・緑図書館

生きる・つながる・支えあう 
～自殺予防対策パネル展～ 

〔内容〕自殺予防対策の紹介パネルと
関連図書を展示します。

磯子 ２/25(土)～３/11(日) 
金沢 ３/１（木）～14（水） 
都筑 ３/２（金）～18（日） 

戸塚 ３/１(木)～31(土) 
南 ３/６（火）～29（木） 
緑 ３/17(土)～４/２(月) 

■磯子図書館 

サイエンスカフェ 医療の情報救急箱 Part2 

「治療選択に必要な情報源」 
〔日時〕３/24（土）13:30～15:00 

〔申込・定員〕３/11（日）９:30～磯子図書

館カウンターまたは電話で。先着 30 人 

〔講師〕横浜市立大学医学情報センター司書

■中図書館 

シニア世代のための安心マネー講座 
〔内容〕いきいきとセカンドライフを送るため

暮らしの“お金”についてお話しします。 

※連続講座ではありません。各回申込制 

〔共催〕健康福祉局こころの相談センター

■磯子図書館 
ポップアップ大作戦２０１２ 
〔内容〕汐見台中学校の生徒による本

の紹介展示です。 
〔期間〕３/22(木)～４/８(日) 

■神奈川・港南図書館 
パネル展 示  

「春爛漫～横浜絵葉書にみる桜」

神奈川 ２/24（金）～３/９（金） 

港南 ３/27（火）～４/６（金） 

■金沢図書館 

修理ボランティア活動紹介 
―すべての本が修理できるのか？－

〔期間〕３/16（金）～４/15（日） 

■瀬谷図書館 

瀬谷区小学生読書感想画展 
〔期間〕２/18（土）～３/４（日） 

〔申込・定員〕３/13（火）９:30～中図書館
カウンターまたは電話で。各回先着40 人

募集 

中央図書館で「歴史的音源」を視聴できます － 落語・長唄・ジャズなど約５万点 － 

国立国会図書館が配信する「歴史的音源」が視聴できるようになりました。ご利用になる 
方は、中央図書館３階カウンターにお申し込みください。「歴史的音源」とは 1900 年初頭から 

1950 年頃まで国内で製造された初期のレコード（ＳＰ盤）等に収録された音源をデジタル化したものです。 

〔申込〕３/21（水）９：30～４/15(日) 
中央図書館１階５番ヘルプデスク 
または電話(262-0050)、Ｅメール 
（ky-libkyodo@city.yokohama.jp）で。 
Ｅメール記 載 事 項 ：①希 望 のボラン
テ ィ ア 活 動 名  ② 氏 名 ・ ふ り が な 
③住 所  ④電 話 番 号  ⑤（読み聞
かせボランティアの場合）活動希望の
曜日（水曜日のみ・土曜日のみ・両方） 

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。 

山 

内 

トイレ改修工事（３/５～14（予定）) 
         （※多目的トイレ除く） 

工事期間中は図書館内２か所のトイレ
のうち、片方が使用できなくなります。 
【児童フロア】３/５(月)～８(木) 
【一般フロア】３/12(月)～14(水) 



中央 
●３/７、21(水)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着15 組）

旭 
●３/28(水)10:30 

（０～３歳児と保護者 当日先着12 組）

泉 
●３/27(火)①10:30 ②11:15 

（２･３歳児と保護者 各回先着 15 組）

〔申込〕２/28（火）９:30～  

磯子 
●３/15(木)11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕３/11(日)９:30～ 

神奈川 
●３/27（火）11:00 

（０～２歳児と保護者 当日先着15組）

金沢 
●３/28（水）10:30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組） 

〔申込〕３/14(水)９:30～ 

港南 

●ボ３/１(木)①10:00 ②10:40 

 （０～４歳児と保護者） 

●ボ３/９、23(金) 

①10:00（０～２歳児と保護者） 

②10:40（２～４歳児と保護者） 

港北 
●３/15(木)11:00 

（１～３歳児と保護者 先着 15 組） 
〔申込〕３/６(火)９:30～ 

栄 
●３/27(火)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12組）

瀬谷 
●３/８(木) ①10:30 ②11:15 

（乳幼児と保護者 先着 12 組）

〔申込〕３/１(木)９:30～ 

都筑 
●３/８(木)①10：00 ②10:45 

（２・３歳児と保護者 各回先着10 組）

 〔申込〕２/23(木)９:30～ 

鶴見 
●３/27(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者) 

戸塚 
●３/２(金)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着20 組） 

中 
●協 ３/13（火）、24(土)10：30 

（１歳児～と保護者） 

保土ケ谷 
●３/15（木 ）①10：20 ②10：50

③11：20（０～２歳児と保護者） 

緑 

●協 ３/14(水)11:00 

（２・３歳児と保護者） 

●協 ３/21(水)①10:00 ②11:00 

（０・１歳児と保護者 各回当日先着12組）

南 
●ボ３/13(火) 

①10:30（０～２歳児と保護者） 

②11:30（２～４歳児と保護者） 

山内 
●協 ３/９、23(金) 

①11:00 ②11:30（１歳児～と保護者）

中央 

●３/14、28(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学生） 

●ボ３/３、10、17、24、31(土) 

①14:00（ひとりでおはなしを聞ける子～)

②14:30（小学生～） 

旭 
●協 ３/14(水)16:00 

（３歳～当日先着 30 人） 

泉 

●３/21(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２年生～) 

●ボ３/11(日)14：00（４歳～） 

（時間がかわりました） 

磯子 
●３/14(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学１年生) 

神奈川 ●３/６(火)15:30（３歳～小学２年生) 

金沢 
●３/21（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 
●ボ３/25(日) 

①14:30（３歳～） ②15:00（小学生～）

港北 
●３/14、28(水)15:30 

（４歳～小学２年生） 

栄 
●３/14(水)15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～10 歳）

●ボ３/24(土)14:00（４歳～） 

瀬谷 ●３/28（水）15:30(３歳～) 

都筑 
●３/21(水)15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

鶴見 
●３/14（水）15：00 

（３歳～と保護者） 

戸塚 

●ボ３/10(土)14：00 

 （４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

●３/21(水)15：00 

（４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

中 ●ボ３/７、協３/21(水)15：30（３歳～） 

保土ケ谷 
●３/７、21（水）15:30 

（３歳～小学校低学年） 

緑 

●ボ３/24(土)15：30 

  （３歳～当日先着 20 人） 

●協 ３/28(水)15:30 

（３歳～当日先着 20 人） 

南 
●ボ３/10(土)11:00（５歳～） 

●ボ３/14(水)15:30（３歳～） 

山内 
●協 ３/14、28(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 子ども向け行事/おはなし会 ３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 

■緑図書館 

楽しんで覚えよう！わらべうた講座 
〔日時〕３/15(木)10:30～12:00 
〔対象〕学校や地域で読み聞かせなど

のボランティア活動をしている人、 
子育てにわらべうたを活用したい人 

〔申込・定員〕２/28(火)９:30～緑図書館 
カウンターまたは電話で。 
先着20 人 
※子どもといっしょの 

参加も可。 

子ども向け行事 

■磯子図書館 

おいしいはなしがいっぱい パート５ 
３/28(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） 
いろんなことばでおはなし会 

～外国の絵本と昔話をたのしもう～ 
３/31(土) ①11：00（幼児～小学１年生） 

②13：30（小学生） 

〔申込〕３/11(日)９：30～各回先着 25 人  

■神奈川図書館 

春休みおはなし会  
３/29（木）13：30(小学生) 

■港南図書館 

春の特別おはなし会  
３/28（水）15：30（小学生） 

参加者には缶バッジプレゼント 
■港北図書館 

えいご ｄｅ おはなし会  
３/17（土）14：00（小学生）  

〔協力〕港北おはなしネットワーク 
■栄図書館 

手づくりかみしばい＆うたあそびパネルシアター 
３/30(金)13：30（幼児～） 

当日先着 30 人 〔語り手〕グループＫ・Ｅ・Ｙ 
■保土ケ谷図書館 

春休み小学生おはなし会 

３/28（水）15：30（小学校低学年向け） 

３歳児向け親子おはなし会 

３/29（木）11：00（３歳児と保護者） 

■緑図書館 

小学生春休み特別おはなし会  
３/28（水）10：30（小学生 当日先着 20 人） 

■山内図書館 

「はたらくのりもの」のおはなし会 
～トミカとプラレールもやってくる！ 

３/20（火・祝）①10：30～12：00 ②14：30 

～16：00（ひとりでおはなしが聞 ける３歳 以 上

のお子さんと保護者） 

〔申込〕３/３（土）９:30～各回先着 30 人 

（１組４人まで※保護者含む） 

おはなし会の後、トミカ・プラレールで自由に遊べます。
集会室の前にプラレールのジオラマ展示もあります。 

特別おはなし会  

■山内図書館 

やまちゃんキッズクラブ 

「じゅうたんコーナーをかざろう」
〔内容〕じゅうたんコーナーの「壁面(へ

きめん)かざり」を作ります。季節を感
じるかざりを一緒に作りましょう。 

〔日時〕３/10(土)10：00～12：00 
〔対象〕小学４～６年生 
〔申込・定員〕２/21(火）９：30～山内図書

館カウンターまたは電話で。先着６人 

■南図書館 

おはなしフェスティバル 2012 年 
〔内容〕地域のボランティアグループに

よる読み聞かせ、素話、紙芝居など。 
〔日時〕３/24(土）、25(日)、26(月) 

午前の部①10:30 ②11：30 
午後の部①14:00 ②15：00（※３/24 除く）

〔主催〕市民グループ「子どもと本」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ２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

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＊２月は２０日、３月は１９日）／

１２月２９日～１月３日／図書特別整理日 

以下は広告欄です。「＠Ｌｉｂ３月号」の掲載内容とは関係ありません。  

 

地 図 や年 代

から選ぶこと 
もできます

～「丘のヨコハマ写真館」使い方～ 

写真は、地域別・年代別に整理されています。ご覧になりた

い地域・年代のボタンをクリックすると、一覧がでてきます。その

中から写真をお選びいただくと、大きな写真と、詳しい情報が

表示されます。また、キーワードで検索することもできます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku
/library/localinfo/hokubu/index.html  

長津田乾繭倉庫-建設途中

（撮影：1929 年）

横浜市北部地域写真アーカイブ 

                

                

写真は、ふるさとの記録としてとても貴重な資料です。

風 景 そのものだけでなく、そこに写 りこむ小 さなものさえ

も、大切な記憶であり、記録しておくべき地域の歴史で

す。昨 年 ３月の東 日 本大震 災 の後には、この「写真 の

力」が、再注目されました。 

横浜市北部地域写真アーカイブ「丘のヨコハマ写真館」

では、港北区・都筑区・緑区の、大きく移り変わる歴史を、

写真でご覧になることができます。昔から住んでいる方には

懐かしく、新しく来た方には驚きの風景が、そこにあります。

今、なにげなく撮った写真も、10 年後、20 年後には、

地域の歴史資料になっていきます。これを散逸させず、

収集･保存していくことも、図書館の大切な役割であると

考えています。横浜市北部地域写真アーカイブ「丘のヨ

コハマ写真館」に、どうぞご期待ください！ 

（「丘のヨコハマ写真館」は、都筑･港北・緑図書館の共同事業で、

横浜市北部 地域の写真を収集・整理し、１月から横浜市立

図書館ホームページ上で公開を始めました。） 

写真パネル展示会「丘のヨコハマ写真館」 ２/21（火）～３/18(日) 

写真解説「写真でたどる港北の歴史」３/３(土) 14:30～16:00

ホームページ上の「丘のヨコハマ写真館」の使い方と代表的

な写真についてスライドで紹介します。 

〔解説〕平井誠二氏（大倉精神文化研究所研究部長） 

関連イベント          

会場：港北図書館 

菊名駅東口商店街 

（撮影：昭和 30 年代） 

こ こ に キ ー ワ ー ド を  
入れて写真を探せます 

広 告 
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