
  
 

 
 

 

 

 

 

 

※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

@ Lib はまっ子読書の日 １ １ 月  

※11 月の休館日は 21 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。

２ 

はまっ子読書の日 
11 月の第１金曜日は「はまっ子読書の日」です。中央図書館では、「はまっ子読書

の日」に合わせて 11/５(土)、６(日)に「はまっ子読書フェスティバル」を行います。また、
地域図書館でも「はまっ子読書の日」にちなんだ行事を行います。ぜひご参加ください。 

西巻
にしまき

茅子
か や こ

さん講演会 

「こども-絵本-わたし」 

 

 

〔内容〕絵 本 『 わ た し の  

ワンピース』などの著書

で知られる、絵本作家

の 西 巻 茅 子 さ ん を  

お迎 えします。絵 本 や子 どもと読 書

について、お話を聴いてみませんか。 

〔日時〕11/６(日)14:00～16:00  

〔会場〕地下１階ホール 

〔定員〕180 人 
〔申込〕10/1(土)９:30～10/28(金) 

中央図書館１階「⑤ヘルプデスク」 
ま た は 電 話 (262-0050) 、 Ｅ メ ー ル
(ky-libgyoji@city.yokohama.jp)で。 
※保育希望の場合は、その旨お伝えください。

(対象は２～６歳の児童、先着６人) 

※Ｅメール記載事項 

①行事名 ②氏名・ふりがな ③電話番号 

④保育希望の場合は、その旨と子どもの名

前・年齢 

読み聞かせ講座 
〔内容〕絵本の選び方・読み方や、読

み聞かせに向く絵本を紹介します。   

〔日時〕11/６(日) 

【１部】10:30～11:15（幼児～小学

校低学年向け）  

【２部】11:30～12:15（小学校中学

年～高学年向け）  

〔会場〕地下 1 階ホール 

〔対象〕学校や地域で読み聞かせのボラ

ンティア活動をしている人、保護者 

※どちらか１部のみの参加も可 

〔定員〕各回 180 人 

〔申 込 〕10/１(土 )９:30～10/28(金 )

中 央 図 書 館１階 「⑤ヘルプデスク」

または電話（262-0050）、Ｅメール

(ky-libgyoji@city.yokohama.jp)で。 

※保育希望の場合は、その旨お伝えください。

(対象は２～６歳の児童、先着６人) 

※Ｅメール記載事項 

①行事名 ②氏名・ふりがな ③電話番号 

④参加希望：１部、２部、両方  

⑤保育希望の場合は、その旨と子どもの名

前・年齢

親子でいっしょに
読み聞かせミニ講座 

〔内容〕どんな本を読 

んだら良いか、どのように読んだら良

いか、実演を交えて紹介します！ 

〔日時〕11/５(土)11:00～12:00 

〔会場〕１階おはなしのへや 

〔対象〕１～３歳児と 

その保護者 

〔定員〕当日先着 15 組  

 

はまっ子読書サミット  11/５（土） 会場：地下１階ホール 
〔内容〕市立小中学校の児童生徒、保護者、教職員による、読書に関連した発表会を行います。今年も、読み聞かせ、紙芝

居、影絵、パネルシアターなど、趣向をこらした発表がそろいました。ぜひご覧いただき、お話の世界を楽しんでください。 

 № 発表内容 発表者 

１ 読み聞かせ（落語）「まんじゅうこわい」 横浜市小・中学校図書館研究会教諭 

２ 影絵「めっきらもっきらどおんどん」 富士見台小学校図書委員会を中心とした児童 

３ パネルシアター「おまえうまそうだな」 下郷小学校ブックワールド委員会児童 

４ 
しかけあそび「かえるのうた紹介」 

紙芝居「ぐりとぐらの１ねんかん」 

下野谷小学校 

保護者ボランティア「かえるのうた」、職員

 

５ ブラックパネルシアター「どろぼうがっこう」 洋光台第四小学校「良い本☆読みきかせ隊」 

６ 読み聞かせ 富士見中学校図書委員会生徒 

７ 手作りパネルシアター「なぞなぞライオン」 東俣野小学校図書委員会児童 

８ 
音読劇「セロ弾きのゴーシュ」 

委員会活動報告 

東小学校保護者ボランティアＡＣＳ 

東小学校図書委員会児童 

９ 人形劇「番ねずみのヤカちゃん」 根岸小学校「おはなしひろば」 

10 昔話模擬裁判「桃太郎は有罪か、無罪か。」 軽井沢中学校生徒 

午後の部 

13：30～ 

15：45 

（受付 13：15～） 

11 読み聞かせ「雪女」 横浜市小・中学校図書館研究会教諭 

めざせ！調べもの名人～図書館の本を使って調べてみよう～（展示） 
〔内容〕図書館の本を使って、調べてみよう！調べ方と、調べものに役立つ本を紹介します。 
〔期間〕10/18（火）～11/６（日） 〔場所〕中央図書館１階展示コーナー 

 

はまっ子読書フェスティバル～いっしょに読もう、本の世界を楽しもう～ 11/５（土）、６（日） 会場：中央図書館 

 ブックトークを聞いてみよう！
〔内容〕「ブックトーク」とは、テーマに沿っ

て本を紹介することです。ブックトーク

を聞いて、本の世界を広げませんか。 

〔日時・対象〕11/５(土)、６(日)  

①13:00（小学校中学年） 

②15:30（小学校高学年） 

※各回 30 分程度 

〔会場〕１階おはなしのへや 

〔定員〕各回当日先着 30 人 

主催：教育委員会（指導企画課・中央図書館） 

午前の部 

10：00～ 

11：50 
（受付９：45～） 



  
 

 

はまっ子読書の日・本っていいな 
～おはなし会とブックトーク 
〔日時・内容〕11/５(土)各回 30 分程度 

①11：00 （ブックトーク） 
②13：00 ③14：00 （おはなし会） 

〔対象〕小学生～ 
〔語り手〕①戸塚図書館司書②とつかおは

なしの会 ③森の絵本ひろば 

＊参加者には特製クリアファイルプレゼント 

 

 
こんにちは！南ヨーロッパの国ぐに 
●南ヨーロッパをテーマとした児童書の展示 
〔日時〕10/26(水)～11/20(日) 
●おはなし会「南ヨーロッパのおはなし」 
〔日時〕11/２(水)15:30～16:00 
〔対象〕３歳～小学生(大人の入室可) 
●ブックトーク「子どもの本で知るフラン
ス・イタリア」 
〔内容〕南欧の国々をテーマ 

とした子どもの本を紹介。 
〔日時〕11/10(木)10:30～11:30 
〔対象・定員〕大人 当日先着 30 人 

※子どもの入室可 
●おはなし・おはなし 
〔日時〕11/12(土)15:00～15:30 
〔対象〕５歳～ 
 

 
南区おはなしボランティアおすすめ本展示会
〔内容〕読み聞かせをしている人たちが

選んだ本を、展示します。 
〔期間〕10/22（土）～11/13（日） 
南区おはなしボランティア交流会 
〔日時〕11/10（木）10：00～12：00 
〔対象〕南区内の学校や施設で読み聞か

せなどのボランティア活動をしている
人、これからはじめたいと考えている人 

〔申込・定員〕10/20（木）９:30～南図書
館カウンターまたは電話で。先着 20 人 
 
 
クイズに答えよう！図書館スタンプ
ラリー＆世界の国別本の展示 
〔期間〕10/12(水)～11/11(金) 

第７回紙芝居大会  
〔日時〕10/29（土）10：30～11：30 

〔対象〕子ども～大人 

展示「絵本が語り継ぐ 90 年の歴史 
～懐かしの絵本から今の絵本まで～」
〔期間〕10/５(水)～27(木) 

 

 
秋のおはなし会とミニおりがみ教室
〔日時〕11/５(土) ①11:00 ②14:00 
〔対象〕小学１～３年生(もしくは 

未就学児とその保護者) 
〔申込・定員〕10/17(月)９：30～山内図書館

カウンターまたは電話で。各回先着 20 人 

※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

@ Lib はまっ子読書の日 １ １ 月  

３ 

各館の行事～「はまっ子読書の日」関連イベント～ 

旭図書館 ☎９５３－１１６６ 港北図書館 ☎４２１－１２１１ 戸塚図書館 ☎８６２－９４１１ 

中図書館 ☎６２１－６６２１ 

南図書館 ☎７１５－７２００ 

緑図書館 ☎９８５－６３３１ 

山内図書館 ☎９０１－１２２５ 

かみしばいの会 ～紙芝居おじ
さんがやってくる！ 
〔日時〕11/５（土）14:00～14:40 
〔対象〕子ども～大人 
〔定員〕当日先着 30 人 

 
 
伝承草花遊びの会 
〔内容〕すすきのみみずく、 

どんぐりのこまなどを作ります。 
〔日時〕11/６(日) 10:30～12:00 
〔対象〕小学生とその保護者 
〔申込・定員〕10/12（水）９：30～泉図書

館カウンターまたは電話で。先着 12 組  
〔講師〕泉図書館いいとこづくり委員会 

 
 
ぬいぐるみといっしょのおはなし会＆
ぬいぐるみの図書館おとまり会 
〔内容〕大好きなぬいぐるみと一緒 

に楽しむ特別おはなし会です。 

終了後、ぬいぐるみは図書館 

に残って「おとまり会」に参加します。 

〔日時・対象〕11/３（木・祝） ①11：00

（幼児とその保護者） ②14:00（小学

生とその保護者） 

〔申込・定員〕10/20（木）９:30～磯子図書館

カウンターまたは電話で。各回先着 15 組 

 

 

展示「絵本が語り継ぐ 90 年の歴史 
～懐かしの絵本から今の絵本まで～」 
〔期間〕10/25(火)～31(月) 
 
 

特別おはなし会「いろいろな国の
絵本を楽しもう」 
〔内容〕中国、韓国、南米の絵本を各国の

言語と日本語で読み聞かせします。 
〔日時〕11/６(日) ①11:00 ②13:30 ③15:00 
〔対象〕ひとりでおはなしを聞くことができる子 
〔定員〕各回当日先着 30 人 
 
 

秋のおはなし会 
〔日時〕11/２（水） 15:30～16:00 
〔対象〕小学生 

＊参加者にはオリジナル 

ミニハンカチプレゼント 

はまっ子読書の日 特別ブックトーク 
〔内 容 〕テーマは「子 どもの本 で知 る世

界の国々～ヨーロッパ～」。 
〔日時〕11/５（土）、６（日）14:00～14：30 
〔対象〕小学生 
〔演者〕かながわこどもひろば、よこはまライ

ブラリーフレンド 

＊参加者にはオリジナルミニハンカチプレゼント 

おはなし大会 
〔日時・対象〕11/５（土）各回30分程度

①10：30（１～３歳児とその保護者）
②11：30（どなたでも） 
③14：00（４歳～小学２年生） 
④15：00（小学生～） 

〔語り手〕①おやこのひろばびーのびーの絵

本 の部 ②港 北 図 書 館 友 の会 ③金 の鈴

④港北おはなし会 

港北図書館「おはなし」活動経験交流会
～“おはなし文化”の豊かな発展をめざして～
〔日時〕10/29（土）10:00～12：00 
〔対象〕港北区の幼稚園・保育園、学校や

地 域 で“おはなし”活 動 に関 わっている
人、または関わってみたい人 

〔申込・定員〕港北図書館カウンターまたは 
ＦＡＸ（431-5212)で受付中。先着 30 人
※保育はありません。 

〔主催〕「おはなし」活動経験交流実行委員会 

（構成：港北図書館、港北図書館友の会） 

読書週間に「はまっ子読書ノート」の

本を読んでみよう！ 
〔期間〕10/27(木)～11/９(水) 
 

 

展示「絵本が語り継ぐ 90 年の歴史 
～懐かしの絵本から今の絵本まで～」
〔期間〕11/９(水)～23(水・祝) 

 
 
小学生向けおはなし会 
〔日時〕11/４(金)16:00 
〔対象〕小学生(保護者同伴可) 

「はまっ子読書ノート」に掲載され
ている本の展示  

〔期間〕11/９(水)～24(木) 

 
 
企画展示「本の森をたんけんしよう！ 
はまっ子読書ノートで紹介している本」 
〔期間〕11/１（火）～10（木） 
 

 
赤ちゃんとたのしむおはなし会 
on Saturday 
〔日時〕11/５（土）①10：30 ②11：00 
〔対象〕４か月～１歳６か月までのお子さんと保護者 
〔申込・定員〕10/19（水）９:30～鶴見図書館

カウンターまたは電話で。各回先着 15 組
 
 

おはなし大会 
〔日時〕11/４（金） 15:30～16:00 
〔対象〕幼児～小学校低学年 
〔語 り手 〕保 土 ケ谷 図 書 館 司 書 ・仏 向 小 学 校

図書ボランティア「こあらの会」 

泉図書館 ☎８０１－２２５１ 

磯子図書館 ☎７５３－２８６４ 

神奈川図書館 ☎４３４－４３３９ 

金沢図書館 ☎７８４－５８６１ 

港南図書館 ☎８４１－５５７７ 

保土ケ谷図書館 ☎３３３－１３３６ 

鶴見図書館 ☎５０２－４４１６ 

都筑図書館 ☎９４８－２４２４ 

瀬谷図書館 ☎３０１－７９１１ 

栄図書館 ☎８９１－２８０１ 

※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


	1111@Lib２面（はまっ子読書フェスティバル-サービス課）
	1111@Lib３面（はまっ子読書の日関連イベント-地域館17館）

