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横浜市立図書館情報紙 : アットリブ  

@ 
子育て×図書館＝∞                                                                                   こそ                                                         ｐ．１

お知らせ/講座・講演会/創立 90 周年事業         ｐ．２

子ども向け行事/おはなし会            ｐ．３

図書館ボランティア紹介 第３回中図書館/ 

＠Ｌｉｂミニブックリスト(39)「塔とタワー」                ｐ．４

ホームページ 
http://www.city.yokohama.lg.jp 
/kyoiku/library/ ２０１２年２月号 

１ 

子育て × 図書館 ＝ 
絵本や物語に触れ、まだ見ぬ世界への想像力を働かせることで、子どもたちの心は豊かに育まれていきます。 

ふだんの子育てに市立図書館の行事や本をプラスして、お子さんと一緒に図書館・ご家庭で読書を楽しみませんか？ 

  

 

市立図書館では、小さなお子さんを対象にし

た「親子おはなし会」を行っています。おはなし

会では、絵本だけでなく、「わらべうた」も紹介し

ています。親子でふれあい、心地よいリズムととも

にことばと出会うことのできる「わらべうた」は、

親子の絆をいっそう深めてくれます。 

各図書館の親子おはなし会の日程は、市立

図書館ホームページでご確認いただけます。 

親子おはなし会 

わらべうた、絵本の読み聞かせ 

図書・情報の提供 

子どもの本、子育てに役立つ本・雑誌 

「絵本」「ものがたり」「紙芝居」など、たくさん

の子どもの本が市立図書館で皆さんを待って

います。また、お子さんのいらっしゃるご家庭

に役立つ本や雑誌も多くそろえています。「妊

娠・出産」「離乳食」「子どもとの関わり方」「子ど

もの健康や病気」「保育所の案内」などの本の

ほか、子育てに役立つパンフレットやちらしも

置いています。 

家読み支援 

子どもたちにどんな本を読んであげたらよいか、 

悩んだことはありませんか。 

 市立図書館では保護者向けの読み聞かせ講座

を、図書館や身近な施設で開催しています。司書が

読み聞かせや本の選び方についてご案内します。 

市立図書館ホームページのキッズページでは

本のリストなどを掲載しています。 
『おひざにだっこで楽しむ絵本』 
は小さなお子さん(０～３歳児)の 
ための絵本を、「今月のおすすめ本」 
では新しい本の中から図書館がすす 
める子どもの本を毎月紹介しています。 

保護者向け読み聞かせ講座、絵本紹介リスト 

∞ 

「初めて出会う絵本コーナー」では 

乳幼児にぴったりの絵本と出会えます。 

キッズページ「今月のおすすめ本」では、

年齢やテーマ別に本をさがせます。 



  
 

 

@ Lib お知らせ/講座・講演会/創立９０周年事業 ２月  

※２月の休館日は 20 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 

① 

ミツバチから見える「つながり」のカタチ 
２/18（土）14:00～16:00 
〔講師〕岡田信行氏（㈱オルト都市環
境研究所代表） 

② 

ゲノムってどうやって調べるの？ど
う役に立つの？ 
３/４（日）14:00～16:00 
〔講師〕カルニンチ・ピエロ氏（理研 オ
ミックス基盤研究領域ゲノム機能研究チ
ームリーダー） 

③ 

三毛猫の柄は遺伝する？ 
３/11（日）14:00～16:00 
〔講師〕古関明彦氏（理研 免疫・アレル
ギー科学総合研究センター 副センター長） 

④ 

スギ花粉症ワクチン開発に向けて 
３/24（土）14:00～16:00 
〔講師〕谷口克氏（理研 免疫・アレルギ
ー科学総合研究センター センター長）  

■中央図書館 

時代を読む～芥川賞・直木賞を中心に～
〔内容〕歴代受賞作などを展示します。

〔期間〕２/21(火)～３/18(日) 

〔会場〕中央図書館 1 階展示コーナー

■磯子図書館 

こころの健康を守る「あなたは
一人ではない！」 

〔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。 
〔期間〕２/25(土)～３/11(日) 

■神奈川図書館 

パネル展 示 「春 爛 漫 ～横 浜 絵 葉
書にみる桜」 

〔内容〕明治・大正期の横浜の風景を
写した絵葉書の 
中から、桜にち 
なんだものを紹 
介します。 

〔期間〕２/24（金） 
～３/９（金） 

創立９０周年事業 

お知らせ 

■泉図書館 

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。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。 

■港北図書館 

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。ご迷惑をおかけしますが、ご理
解いただきますようお願いします。 

■港南図書館 
上永谷駅周辺の写真を募集します 
  港南図書館では開館 25 周年を機に
地域を知るのに役立つ写真を募集しま
す。地下鉄上永谷駅周辺、港南図書
館周辺の昭和初期から平成10 年頃ま
での写真をお持ちの方は港南図書館
までお知らせください。写真はパネルに
して館内で展示するなど、地域の資料
として活用させていただきます。 
〔問合せ先〕港南図書館 25 周年担当 

■港北・緑図書館 

横浜市北部地域写真アーカイブ 

「丘のヨコハマ写真館」開設記念 

写真パネル展示会「丘のヨコハマ写真館」 

緑 ２/１（水）～14（火） 

港北 ２/21（火）～３/18（日）

■中央図書館 
サイエンスカフェ 

■泉図書館 

シンポジウム「泉区に首都直下型
地震が発生したら」 

〔内容〕３.11 体験アンケート結果、津
波体験者（談）、意見交換 

〔日時〕２/11（土・祝）13:30～16:30 
〔申込・定員〕当日先着 30 人 
〔資料代〕500 円 
〔主催〕泉区歴史の会 

■港北図書館 

人生の終
し ま

いかた講座 ～遺言・ 

成年後見・尊厳死について～ 
〔日時・内容〕３/10（土） 

講座 13:30～15:00 
個別相談 15:00～（当日参加者対象・希望者）

〔申込・定員〕２/16（木）９:30～港北図書
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） 
〔共催〕神奈川県行政書士会 

スポーツキッズのための食事学 
〔日時〕３/16（金）14:00～16:00 
〔対象〕一般 

〔申込・定員〕２/15（水）９:30～港北図書
館カウンターまたは電話で。先着 50 人 

〔講師〕高木久見子氏（健康運動指導士） 

〔共催〕横浜市スポーツ医科学センター 

開館25周年記念事業

■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」
〔内容〕明治から平成までの鉄道の発展

にまつわる秘話などを織り込みながら、
戸塚の歴史を語っていただきます。 

〔日時〕３/17（土）14:00～15:30 
〔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～」
〔内容〕３月に、戸塚図書館が所蔵する

戸塚関連資料の一覧リストをホーム
ページで公開するのにあわせ、書庫に
保存している地域に関する資料など
の一部を展示します。 

〔期間〕２/21(火)～３/18（日） 

■金沢図書館 

森の恵み塾写真展「ヨコハマ里山紀行」
〔期間〕２/４(土)～28(火) 
〔共催〕環境創造局みどりアップ推進課 

■港南図書館 

港南の昔話 
〔内容〕港南の昔話をパネルで紹介します。
〔期間〕１/11（水）～２/19(日) 

■瀬谷図書館 

瀬谷区内市立中学校優秀書き初め展
〔期間〕２/３（金）～16（木） 

■都筑図書館 

図書展示「つづき あい展」 
〔内容〕「人と人との であい  

ささえあい わかちあい」を目指す都
筑区の福祉保健活動をご紹介する
とともに、ボランティア関連資料を展
示します。 

〔期間〕２/15(水)～29(水) 

「ももたろう」が「モモタラウ」だった
ころー昭和はじめの幼児雑誌ー 

〔期間〕１/26（木）～２/13（月） 
〔協力〕大倉精神文化研究所 

■山内図書館 

青葉区小・中学校図書館とボラン
ティア活動 

〔内容〕青葉区内小中学校の学校図書館
やボランティアの活動紹介、山内図書
館の学校支援の事例紹介、および学校
図書館に関わる個人・グループの紹介 

〔期間〕２/21（火）～３/４（日） 

横浜根岸堀割ノ桜 

〔会場〕中央図書館５階第１会議室 
〔定員〕各回先着 40 人 
〔申込〕①１/26(木)９：30～ ②③２/１(水) 

９：30～ ④２/14（火）９：30～  
〔申込方法〕 

<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。 

〔共催〕①横浜市温暖化対策統括本部、

②～④（独）理化学研究所 



中央 
●２/１、15(水)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着15 組)

旭 
●２/22(水)10:30 

（０～３歳児と保護者 当日先着12 組)

泉 
●２/28(火)①10:30 ②11:15 

（２･３歳児と保護者 各回先着 15 組）

〔申込〕１/24（火）９:30～  

磯子 
●２/16(木)11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕２/11(土・祝)９:30～ 

神奈川 
●２/28（火）11:00 

（０～２歳児と保護者 先着 15 組） 

金沢 
●２/22（水）10:30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組） 

〔申込〕２/14(火)９:30～ 

港南 

●ボ２/２(木)①10:00 ②10:40 

 （０～４歳児と保護者） 

●ボ２/10、24(金) 

①10:00（０～２歳児と保護者） 

②10:40（２～４歳児と保護者） 

港北 

●２/16(木)10:30 
（１～３歳児と保護者先着 20 組） 
〔申 込 〕２/７(火 )９:30～どろっぷ
受付または電話(540-7420)で。

栄 
●２/28(火)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12 組）

瀬谷 
●２/９(木) ①10:30 ②11:15 

（乳幼児と保護者 先着 12 組）

〔申込〕２/１(水)12:00～ 

都筑 
●２/９(木)①10：00 ②10:45 

（２・３歳児と保護者各回先着 10 組） 

 〔申込〕１/26(木)９:30～ 

鶴見 

●２/24(金)10:30 

(４か月～１歳６か月と保護者 先着15 組)

〔申込〕２/14（火）９:30～ 

●２/28(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者)

戸塚 
●２/３(金)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着20 組） 

中 
●協 ２/14（火）、25(土)10：30 

（１歳児～と保護者） 

緑 

●協 ２/８(水)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12 組）

●協 ２/15(水)①10:00 ②11:00 

（０・１歳児と保護者 各回当日先着12 組）

南 
●ボ２/21(火) 

①10:30（０～２歳児と保護者） 

②11:30（２～４歳児と保護者）

山内 
●協 ２/10、24(金) 

①11:00 ②11:30（１歳児～と保護者）

中央 

●２/８、22(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 

●ボ２/18、25(土) 

①14:00（ひとりでおはなしを聞ける子～) 

②14:30（小学生～) 

旭 

●協 ２/８(水)16:00 

（３歳～当日先着 30 人) 

●ボ２/19(日)11:00 

（３歳～当日先着 30 人) 

泉 

●２/15(水 )①15:30（ひとりでおは

なしをきける子～小学１年生) 

②16:00(小学２年生～) 

●ボ２/12(日)①14：00（３歳～） 

②14：30（５歳～） 

磯子 

●２/８(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学１年生)

●２/22(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 ●２/７(火)15:30（３歳～小学２年生) 

金沢 
●２/15（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 

●ボ２/18(土) 

①14:00（３歳～） ②14:40（小学生～）

●ボ２/26(日) 

①14:30（３歳～） ②15:00（小学生～）

港北 
●２/８、22(水)15:30 

（４歳～小学２年生） 

栄 
●２/８(水)15：30 

（ひとりでおはなしをきける子～10 歳） 

●ボ２/25(土)14:00（４歳～） 

瀬谷 ●２/29（水）15:30(３歳～) 

都筑 
●２/15(水)15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

鶴見 
●２/15（水）15：00 

（３歳～と保護者） 

戸塚 

●ボ２/11(土・祝)14：00 

 （４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

●２/15(水)15：00 

（４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

中 ●ボ２/１、協２/15(水)15：30（３歳～） 

保土ケ谷 
●２/１、15（水） 15:30 

（３歳～小学校低学年） 

緑 

●協 ２/22(水)15:30 

（３歳～当日先着 20 人） 

●ボ２/25(土)15：30 

  （３歳～当日先着 20 人）

南 ●ボ２/８(水)15:30（３歳～） 

山内 
●協 ２/８、22(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/ボランティア交流会/おはなし会 ２月  

※特別に記載がない限り、 

各行事への参加は無料です。

※問い合わせは各図書館へ

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 

■中央図書館 

子どもの本で知る世界の国々 
～南・西ヨーロッパ編～ 

●おはなし会・ブックトーク 
〔開催日〕２/４(土)、５(日)、11(土・祝)、

12(日)、19（日） 
〔時間・対象〕 

〈1〉おはなし会 14:00～（３歳～） 
〈2〉ブックトーク 15:00～（小学生～） 

〔会場〕中央図書館１階おはなしのへや 
●展示 

〔内容〕絵本・児童書・昔話・ノンフィクション
など、約 400 冊の本を国別に展示します。 

〔期間〕２/５（日）～19（日） 
〔会場〕中央図書館１階展示コーナー 

〔共催〕よこはまライブラリーフレンド・かながわこどもひろば 

ボランティア講座 

■緑図書館 

ボランティア活動のための絵本

の読み聞かせ講座(全２回) 
〔日時〕３/１、８(木)各日 10：00～12：00 
〔対象〕学校や地域で絵本の読み聞かせ

などのボランティア活動をしているか、こ
れから始める人で２回とも参加できる人 

〔申込・定員〕２/14(火)９:30～緑図書 
  館カウンターまたは電話で。先着25 人 

ボランティア交流会 

子ども向け行事 

■山内図書館  
〔内容〕テーマは「芸は身を助く」です。 

「こぶとり」、「織 物 を習 った王 子 」

などをおはなしします。 

〔日時〕２/26（日）14:00～15:30 

〔語り手〕空とぶじゅうたんおはなしボランティア

大人のためのおはなし会

■神奈川図書館  
３/１（木）10:00～12:00 
〔対象〕神奈川区内で読み聞かせボランティ

ア活動をしている人 〔申込〕２/14(火)９:30

～神奈川図書館カウンターまたは電話、 

ＦＡＸ（434-5168）で。先着 30 人 
■金沢図書館  
２/16(木)10:00～12:30 
〔対象〕金沢区内の小・中学校で読み聞かせボラ

ンティア活動をしている人 〔申込〕金沢図書館カウ

ンターまたは FAX（781-2521）で。２/７(火)締切。

各学校３人程度。申込用紙は図書館で配布中

（金沢図書館ホームページからダウンロード可）。 

■港北図書館  
２/29（水）10:00～12:00 
〔対象〕港北区内の小中学校で読書ボランティアをし

ている人、またはしてみたい人〔申込〕２/15（水）9:30

～港北図書館カウンターまたは電話で。先着 30 人 
■戸塚図書館  
２/23（木）９:30～11:30 
〔対象〕戸塚区内で読み聞かせなどのボランテ

ィア活動を行っている団体 〔申込〕戸塚図書

館カウンターまたは電話、FAX（871-6695）

で。２/17（金）締切。先着 20 団体（1 団体３

名まで）。 申込用紙は図書館で配布中。 

■山内図書館  
２/27（月）10：00～12：00 
〔対象〕青葉区内の小中学校で図書ボランティ

アをしている人、またはしてみたい人   

〔申込〕２/６（月）９:30～山内図書館カウンター

または電話、ＦＡＸ（902-4492）で。先着 40 人

申込用紙は図書館で配布中。 

 今回は大倉山にある
子育て支援拠点「ど
ろっぷ」で行います！



 
 
 

平成元年に開館した、本牧にある中図書館。近年ボランティ

ア活動がより盛んになっています。 

中図書館書架整理ボランティア 

平成 22 年７月に発足し、高校生から一般まで幅広い年齢層の

方々が登録されています。各自ご都合のよい時間に活動し、気づい

た点などいただいたご意見は、図書館運営に役立てられています。 

中図書館おはなしボランティア 

平成 18 年度よりボランティアによるおはなし会も開催していま

す。従来「ことりの会」、「めぐみ座」、「もみの木」、「えほんの森」

の方々にはおはなし会のほか、様々な活動を通して、中図書館

の運 営 をサポートしていただいています。昨 年 は、「おひさまの

会」と協働で開催した読み聞かせ講座の修了生による「モックの

会」が発足しました。月３回ほど、司書と協働おはなし会を行い、

定例会で勉強をしています。ボランティアのご協力により、おはな

し会開催日が増え、参加する子どもも増えています。また、司書

と協働で行っている世界の国々をテーマとしたフェアも好評です。

今までにアジア、ＡＰＥＣ、南ヨーロッパを取り上げ、おはなし会のほ

かにも展示やブックトークで外国文化の紹介に一役買っています。 

「モックプロジェクト～本牧から東北の子どもたちに本を届けよう」 

東 日 本 大 震 災 を受 けて、昨 年 ４月 にボランティアグループの

メンバーが中心となり、立ち上げました。趣旨にご賛同いただいた

約 300 名の方 々から、多 数の児 童 書 をご寄 贈 いただき、受 付 ・

発送作業には小学校などで活動している本牧周辺のボランティア

延べ約 90 名がスタッフとして関わり、約 3400 冊の児童書を、盛

岡の「3.11 絵本プロジェクトいわて」へと送りました。 

中図書館では、これからも地域に密着した活動をしていきたい

と考えています。現在、書架整理ボランティアを募集しています。

みなさんもお時間のある時に、ボランティアをしてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 １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＊１月は１０日、２月は２０日）／

１２月２９日～１月３日／図書特別整理日 

以下は広告欄です。「＠Ｌｉｂ２月号」の掲載内容とは関係ありません。  

 

 

 

  

                                                  

2012 年５月22 日に東 京 スカイツリーがグランドオープンの

予定ですが、もう既に話題沸騰ですね。そこで、今回は「塔」や

「タワー」に関する本をご紹介します。 

『このタワーがすごい！東京スカイツリーから「太陽の塔」まで』 
鈴木重美／著   中央公論新社  2011 年 

横浜生まれの著者は今までに訪れたタワー 

が 100 に達し、一番好きな言葉は「ありがとう 

(塔！)」。世界に類を見ないタワー(塔)大国 

ニッポン。名塔・珍塔から「今は亡き塔」まで、 

多くの写真とともに紹介しています。 

『横浜洋館散歩 山手とベイエリアを訪ねて』 
淡交社 2005 年 

「横浜三塔」をご存知でしょうか？キング、 

クイーン、ジャックという愛称で親しまれている、 

港町横浜のシンボル的建物の塔です。キング 

は神奈川県庁本庁舎、クイーンは横浜税関、 

ジャックは横浜市開港記念会館の塔。この本 

では、横浜三塔はじめ、横浜の歴史ある洋館の 

特徴をわかりやすく紹介しています。 

『仏塔巡礼』東国編・西国編  

長谷川周／文・写真 東京書籍 2000 年 

多くの仏塔と、それを取り囲む自然の写 

真が掲載されているだけでなく、仏塔につい 

て詳しく知ることができます。この本片手に 

仏塔めぐりの旅をするのも楽しいかもしれま 

せん。 

＠Ｌｉｂミニブックリスト(39) 

「塔とタワー～見上げて登って見下ろして～」

図書館ボランティア紹介 
 第３回 中図書館  

広 告 
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