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四字熟語で、本の紹介 
10月 27 日から 11 月９日までは読書週間です。今回の特集では、読書の楽しさを改めて実感できる本を

ご紹介します。民俗学の名著から人間のドラマまで、この秋は図書館で活字の喜びにひたってみませんか？ 

艱難
か ん な ん

辛苦
し ん く

 苦悩の果てに選んだ道  

『月の影 影の海 上・下』 

小野不由美 講談社（講談社Ｘ文庫） 

見知らぬ男に異世界へ連れてこられた 
陽子。誰も信じられない世界で、生きる 
ための孤独な戦いが始まる。『十二国記』 
シリーズ１巻目。中学生から大人まで。 

 

危急
き き ゅ う

存亡
そ ん ぼ う

 生き残るか、滅びるか  

『三国志演義』 

羅貫中 徳間書店（徳間文庫） 

相次ぐ戦乱に民は疲れ切っていた。 
天下統一をうたい英雄たちが立ち上がる 
中、軍師諸葛孔明は天下三分の計を提案 
する。中国を舞台にした男たちの熱き 
ドラマ。 

温故知新
お ん こ ち し ん

 価値と意義の再発見  

『忘れられた日本人』 

宮本常一 岩波書店（岩波文庫） 

著者が昭和 14 年から日本各地の老 
人に聞き書きをしたフィールドワーク 
の記録。時間の流れが今よりおおらか 
であったころ、人びとはどのように暮 
らしていたのか。 

高山
こ う ざ ん

流水
り ゅ う す い

 絶妙の音楽、心の友  

『翼はいつまでも』 

川上健一 集英社          

30 年前、青森の中学生で野球部員だ 
ったぼく。先生や親の理不尽な仕打ち 
に毎日モヤモヤがたまる一方。そんな 
ある日ラジオから流れてきたのはビート 
ルズ。すげえ……！こいつはいいぞ！ 

やっぱり読書の秋～市立図書館秋のキャンペーン 

市立図書館 18 館では「読書の秋」にちなみ、講演会や本の展示、おはなし会など趣向をこらした 

催しを行います。各イベントの開催内容などは、ｐ．２-７をご覧ください。 

〔開催期間〕10 月 27 日（木）～11 月 30 日（水） 〔対象〕子ども～大人 

一意
い ち い

専心
せ ん し ん

 一つのことにかける情熱  

『老人と海』 

ヘミングウェイ 新潮社（新潮文庫） 

不漁の続いた後、巨大なカジキマグロを 
釣り上げる老漁師。しかし港に帰る途中 
サメに襲われ、港に着いたときには獲物 
は見るかげもない。作者は今年没後50年。 

 

危機
き き

一髪
い っ ぱ つ

 髪の毛一本ほどにせまる危機  

『宝島』 

スティーブンソン 福音館書店 

老船乗りからジムが手に入れたの 
は、宝島の地図だった！船をしたて 
て宝島に向かうジムたちだが、仲間 
のシルバーが裏切った。彼は海賊の 
船長だったのだ。小学校高学年から。 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

※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



サイエンスカフェ「宇宙に地球を創る！

～宇宙での究極のリサイクル～」 
〔内容〕宇宙環境を映像と簡単な実験で

紹介しながら、宇宙開発の成果が地球

環境問題解決に役立つことやビジネス

の創成に繋がることをお話しします。 

〔日時〕11/26（土）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〕11/９（水）９:30～ 

①中央図書館３階カウンター 

②電話（262-7336） 

③E 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〕小口美津夫氏 

（（独）宇宙航空研究開発 

機構研究開発本部未踏 

技術研究センター） 

〔協力〕（独）宇宙航空研究 

開発機構 
 
企画展示「拡がる宇宙の可能性」 
〔内容〕現 在 、横 浜 市 出 身 の古 川 宇

宙 飛 行 士 が国 際 宇 宙 ステーション 

（ＩＳＳ）で活躍中です。滞在中の宇宙

での様子やＩＳＳについてなど、パネル

や図書を展示します。 

〔期間〕11/８（火）～28（月） 

〔会場〕中央図書館１階展示コーナー 
 
中央図書館 ライブラリーツアー 
〔内容〕各フロアと使い方のコツをぐるっ

とご案内！ 

〔日時〕11/17(木) ①10:30②14:00 

各回 90 分程度 

〔集合場所〕中央図書館５階第２会議室 

〔対象〕15 歳～ 

〔申込・定員〕11/１(火)９:30～中央図書

館１階「⑤ヘルプデスク」または電話で。 

各回先着 10 人 
 
支援者のための入門セミナー～視覚障害者
向け情報ネットワーク「サピエ」のご紹介～ 
〔日時〕11/30（水）13：30～15：30 

〔会場〕西区保健福祉活動拠点「フクシア」 

多目的ルーム（横浜駅東口徒歩４分） 

〔対象〕視覚障害者のご家族あるいは支援

活動をしている人 

〔申込・定員〕11/15（火）９:30～中央図

書館１階「⑤ヘルプデスク」または電話

で。先着 30 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 各館の行事～やっぱり読書の秋 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。

４ 

開館 25 周年記念事業 旭のいきいき人間

登場「私流の生き方“窮窮自適”－
60 歳で飛び込んだ新しい世界－」 
〔内容〕紙芝居ボランティアとして各地で

活 動 する講 師 に、ご自 身 の活 動 開
始のきっかけなどお話いただきます。 

〔日時〕11/27（日）13：00～14：30 
〔会場〕白根地区センター 中会議室 
〔申込・定員〕11/11（金）９:30～旭図書

館カウンターまたは電話で。先着 50 人 
〔講師〕渡辺利雄氏  
 
検索機使い方相談 
〔日時〕11/24(木) 10:00～11:30 
〔対象〕初心者  
〔講師〕ＰＣドリーム 
※開催時間内随時受付 

親子で楽しむわらべうた（全５回） 
〔日時〕11 月～３月までの、毎月第３金

曜日。各回 30 分程度 
①10：30 ②11：15 

〔対象〕０歳～１歳６か月児とその保護者 
〔申込・定員〕11/11（金）９:30～泉図書館カ

ウンターまたは電話で。各回先着 10 組 

〔講師〕阪口道子氏 
 
かいてたのしい、もらって 
うれしい絵手紙体験講座 
〔内容〕初めてでも味わいのある絵手紙

がかけるようになります。 
〔日時〕12/４（日）14:00～15:30 
〔対象〕一般 
〔申込・定員〕11/15（火）９：30～泉図書

館カウンターまたは電話で。先着８人 
〔講師〕絵手紙の会 
 
絵手紙展示 
〔内容〕「絵手紙の会」の絵手紙を展示
〔期間〕11/23（水・祝）～12/５（月） 
 
私の手作り～図書館のこの本で作りました！ 
〔展示期間〕12/７（水）～28（水） 
〔展示場所〕泉図書館１階ロビー 
〔応募方法〕11/11（金）９:30～ 

①泉図書館カウンターに作品の写真を
貼付した応募用紙を持参 

②E メール（ky-izumioubo@city.yokohama.jp）
泉図書館私の手作り担当宛。 
泉図書館のホームページにある応募用紙
をダウンロードし、必要事項を入力、写真
データを添付して送信 

※現物を展示できる場合は、泉図書
館にご相談ください。 

 
泉区小学校読書ボランティア交流会 
〔日時〕12/14（水）10:00～12:00 
〔対象〕泉区の小学校で読み聞かせや

学校図書館整備などのボランティア
活動を行っている人 

〔定員〕先着 25 人（ただし１校につき２人まで） 
〔申込〕11/１(火)９:30～泉図書館カウンター

または電話、Ｅメール（ky-izumioubo@ 
city.yokohama.jp）で。 
（泉図書館ボランティア交流会担当）  
※Ｅメール記載事項：①参加者名 ②連

絡先 ③活動場所 ④活動団体名 

泉区ノスタルジー 
●郷土ビデオ『ふるさとの行事』上映会 
〔内容〕昭和 53 年に撮影された伝統行

事のビデオを上映します。 
〔日時〕10/30(日) 14:00～15:10 
 
●昭和の泉区写真展 
〔期間〕10/21（金）～11/20（日） 

旭図書館 ☎９５３－１１６６ 

泉図書館 ☎８０１－２２５１ 

中 央 図 書 館   

各館の行事 

おひざにだっこのおはなし会 
11/２、16（水）11:00（20 分程度） 
１～３歳児とその保護者 先着 15 組 

定例おはなし会 
11/９、23（水）15:30(20 分程度) 
ひとりでおはなしを聞ける子～小学生 
土ようびのおはなし会（各回 20分程度）
11/５、12、19、26（土）  

①14:00（ひとりでおはなしを聞ける子）
②14:30（小学生～） 

〔語り手〕ボランティア 

おはなし会
おはなし会 
11/９(水) 16:00 ３歳～ 先着 30 人 

〔語り手〕旭図書館司書・ボランティア 

親子で楽しむおはなし会 
10/26、11/16(水) 10:30 

０～３歳児と保護者 先着 12 組 

おはなし会  
親子で楽しむおはなし会 
11/22、12/27(火)①10:30 ②11:15 
２・３歳児とその保護者 
〔申込・定員〕【11/22】10/25(火)９ :30～、
【12/27】11/22(火)９:30～泉図書館カウンター
または電話で。各回先着 15 組 
定例おはなし会 
11/16(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～） 
日曜おはなし会 
11/13(日) 
 ①14:00（３歳～） ②14:30（５歳～） 
〔語り手〕おはなしクーゲル＆オルゴール 

検索機使い方相談 ～基本編～ 
〔日時〕11/25（金）14：00～15：30 
〔会場〕中央図書館５階第１会議室および

検索機コーナー 
〔対象〕基本的なキーボード操作ができ、

利用者検索機を使いこなしたい人 
〔申込・定員〕11/11(金)９:30～中央図書

館１階「⑤ヘルプデスク」 または電話
で。先着 10 人 

 
おはなし会  



 

 
 

@ 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 各館の行事～やっぱり読書の秋 １１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

５ 

展示「古川宇宙飛行士を応援しよう」 
〔内容〕横浜市出身の古川宇宙飛行士の

紹介、ミッション概要、訓練の様子、等身
大パネルや関連図書等を展示します。 

〔期間〕10/17(月)～31(月) 
 
検索機使い方相談  
〔日時〕11/24(木)①10:30②11:00 
〔申込・定員〕11/11(金)９:30～磯子図書

館カウンターまたは電話で。各回先着２人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
神奈川図書館読み聞かせボランテ
ィア交流会 
〔内容〕日頃の活動についての話し合い・情

報交換・図書館からの新刊紹介など。 
〔日時〕11/29（火）10：00～12：00 
〔対象〕神奈川区内の小学校で読み聞

かせボランティアをしている人 
〔定員〕先着 30 人（各学校２人程度） 
〔申込〕11/11（金）９：30～神奈川図

書 館 カ ウ ン タ ー ま た は 電 話 ・ FAX
（434-5168 ）で。 

図書館を本の紅葉でそめよう 
〔内容〕木の葉の形のカードにおすすめの本

を書いて大きな木に飾りつけましょう。 
〔期間〕10/25（火）～11/30（水） 
 
講演会「バラを愉（たの）しむ」 
〔内容〕美しいバラの魅力と横浜 

とのかかわり、そしてバラの管理 
法等についてお話しいただきます。 

〔日時〕11/５（土）14:00～15:30    
〔申込・定員〕10/19（水）９:30～港南図書

館カウンターまたは電話で。先着 30 人 
〔講師〕石川彌之助氏（横浜ばら会理事長） 
    
パネル展「横浜とバラ」 
〔期間〕10/29（土）～11/６（日） 
〔内容〕「横浜と薔薇との 150 年史」の 

パネル展と「横浜ばら会」写真展 
 
私達の町にある遺跡  
〔内 容 〕港南区内の遺跡の紹介と説明
〔日時〕11/26（土）14:00～16:00 
〔定員〕50 人（応募者多数の場合は抽選）  
〔申込〕往復はがきの往信面に①住所②

氏名③電話、返信面に返信用の宛先を
記入し、〒234-0056 港南区野庭町
125 港南図書館歴史講座担当へ。往
復はがき１枚につき１人まで。10/31
（月）消印有効。 

〔講師〕鹿島保宏氏（横浜市ふるさと歴史

財団 埋蔵文化財センター調査研究員） 
 
やさしい介護保険講座  
〔内容〕身近な問題の介護保険につい

て、わかりやすく解説します。 
〔日時〕12/３（土）14:30～16:00    
〔申込・定員〕11/16（水）９:30～港南図書

館カウンターまたは電話で。先着 30 人 
〔講師〕野庭地域ケアプラザ職員  
  
森の恵み塾写真展「ヨコハマ里山紀行」 
～原風景を探しに横浜の森を歩く～ 

〔内容〕市民の森を中心に森や里山の

四季を写真でお楽しみください。 

〔期間〕11/12（土）～20（日）（11/16 を除く） 

〔共催〕環境創造局みどりアップ推進課 
 
港南区学校図書館ボランティア講座 
〔内容〕本の分類や装備・整理の仕方な

ど、学校図書館の基礎知識を港南図
書館の司書がお話しします。 

〔日時〕11/16（水）９：45～12：00   
〔対 象 〕港 南 区 内 の小 ・中 ・高 校 図 書

館でボランティアをしている人 
〔申込・定員〕11/２(水)９:30～港南図書

館カウンター、ＦＡＸ(841-5725)、電話
で。先着 20 人（各学校からは３人まで）
申込は本人に限ります。昨年度、受講
された方はご遠慮ください。 
ＦＡＸでの申込は図書館等で配布中の
チラシに必要事項を記入のこと。 

〔持ち物〕はさみ、雑巾 
 

あそびにおいでよ 子どもフェスティバル秋
〔内容〕港南区内の子育て関連団体に

よる屋外イベント。港南図書館のブー
スでは、おはなし会や読み聞かせ相
談を行います。 

〔日時〕11/２（水）10:00～11:45 
（雨天の場合は 11/４（金）に延期） 

〔会場〕野庭中央公園 

検索機使い方相談 
〔日時〕11/15（火）10:30～11:30 
〔対象〕図書館の本を探すパソコンの使

い方を覚えたい人 

磯子図書館 ☎７５３－２８６４ 

神奈川図書館 ☎４３４－４３３９ 

港南図書館 ☎８４１－５５７７ 

港北図書館 ☎４２１－１２１１ 

展示「Ｇ30 のその先へ『ヨコハマ３Ｒ
夢(スリム)！』」 
〔期間〕10/15(土)～3１(月) 
 
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〕11/２(水)～30(水) 

金沢図書館 ☎７８４－５８６１ 

おはなし会  
親子で楽しむおはなし会 
11/17 (木) 11:00 ２・３歳児と保護者 
〔申込・定員〕11/11(金)９:30～磯子図書館

カウンターまたは電話で。先着 15 組 
定例おはなし会 
10/26(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） 
11/９(水 )15:30（ひとりでおはなしを聞 け

る子～小学 1 年生） 

おはなし会  
定例おはなし会 
11/１（火）15:30 ３歳～小学２年生  

定例親子おはなし会 
11/30（水）11:00 

０～２歳児と保護者 先着 15 組 

おはなし会  
おはなし会 
11/16(水) 15:30 
ひとりでおはなしを聞くことができる子 
おひざにだっこのおはなし会 
11/30(水) 10:30～11:00 

１～２歳の乳幼児とその保護者 

〔申 込〕11/16(水) ９:30～金 沢 図 書館

カウンターまたは電話で。先着 15 組 

おはなし会  
港南おはなしの会 
11/27（日）①14:30（３歳～大人） 

②15:00（小学生～大人） 
〔語り手〕港南おはなしの会 

おはなしくまさん 
10/28、11/11、25(金)各回 20 分程度

①10:00（０～２歳児とその保護者） 
②10:40（２～４歳児とその保護者） 

〔語り手〕おはなしくまさん 

おはなしだいすき☆金色ポケット 
11/10（木）①10:00②10:40 

０～４歳児とその保護者 
〔語り手〕金色ポケット   

おはなし会  
定例おはなし会 
10/26、11/９（水）15:30 
４歳～小学２年生 
親子で楽しむおはなし会 
11/17（木）11:00 １～３歳児とその保護者
〔申込〕11/８（火）９:30～港北図書館カ

ウンターまたは電話で。先着 15 組 

栄図書館 ☎８９１－２８０１ 

横浜市立図書館創立 90 周年記念 
栄図書館大衆文化講座「横浜で交差した音 
―レコードでたどる日本と世界の90年―」
〔内容〕90 年間の音を再現 

しその歳月を追体験します。 
〔日時〕 

①「世界編」11/５(土)14：00～16：00 
講師：北中正和氏、山岸伸一氏（音

楽評論家） 

②「日本編」11/27(日)14：00～16：00
  講師：岡田則夫氏（大衆芸能研究家） 

〔定員〕各回当日先着 30 人 

おはなし会  
定例親子おはなし会 
11/29（火）11：00 

２・３歳児とその保護者 当日先着 12 組 
11 月のおはなし会 
11/９（水）15：30 

ひとりでおはなしを聞くことができる子～10 歳

かながわこどもひろばおはなし会 

11/26（土）14：00（４歳～）     

〔語り手〕かながわこどもひろばおはなしの会 



  
 

 
 

※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 各館の行事～やっぱり読書の秋 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。

６ 

ヨコハマ発！文学賞の世界  
〔期間〕10/20(木)～11/17(木) 
〔内容〕吉川英治賞・山本周五郎賞な

ど横 浜 生まれの 15 の文学賞とその
受賞作品を紹介します。 

展示「あの人この人のサイン本」
〔内 容 〕有 名 人 から知 る人 ぞ知 る人 ま

で、サイン本の展示をします。 
〔期間〕11/１（火）～30（水）  

港北・都筑・緑図書館巡回企画展

「地図でわがまち再発見～マップ博 
ｉｎ丘のヨコハマ」 
●企 画 展 示 「地 図 でわがまち再 発 見
～マップ博ｉｎ丘のヨコハマ」 
〔内容〕港北・都筑・緑３区を中心としたヨコ

ハマ北部の地図の中から、「お散歩」「防
災」「子育て・福祉」のテーマに沿って、
バラエティ豊かな地図を紹介します。 

〔期間〕10/28(金）～11/４(金） 
〔会場〕都筑区総合庁舎１階区民ホール 
 
●ミニ展示「美江さんの絵地図展」 

〔内容〕高橋美江さんが作成した温かみの

ある手 描 きの絵 地 図 や立 体 地 図 を

展示。ポケットサイズから、パっと開いて 

一瞬にして大判地図に変身する絵地図

をぜひ手にとってみてください。 

〔期間〕９/30(金)～11/４(金) 
 
企画展示「認知症・介護予防について知る」 
〔内容〕認知症や介護予防に関するパ

ネル・図 書を展示するほか、関連パ
ンフレットなども配布します。 

〔期間〕10/27(木)～11/７(月) 
 
企画展示「ＳＴＯＰこども虐待」 
〔内容〕11 月は「児童虐待防止推進月

間」です。児童虐待防止に関するパ
ネル・図 書を展示するほか、関連パ
ンレフットなども配布します。 

〔期間〕11/８(火)～18(金) 

おとなのための図書館の仕事体験
－少し差がつく図書館の使い方－ 
〔日時〕11/24（木）13:45～15:45 
〔集合場所〕戸塚地区センター会議室Ｃ 
〔対象〕高校生～ 
〔申込・定員〕11/11（金）９:30～戸塚図書

館カウンターまたは電話で。先着 14 人 
 

検索機講座 初級編 
〔日時〕11/29（火）①11:00 ②14:30 
〔対象〕初心者 
〔申込・定員〕11/22（火）９:30～戸塚図書館

カウンターまたは電話で。各回先着２人 

瀬谷図書館 ☎３０１－７９１１ 

都筑図書館 ☎９４８－２４２４ 

戸塚図書館 ☎８６２－９４１１ 

鶴見図書館 ☎５０２－４４１６ 

中図書館 ☎６２１－６６２１ 

おはなし会  
大人が楽しむおはなし会 
10/27(木)10：00～12：00 
〔申込・定員〕10/14（金）９：30～瀬谷図書

館カウンターまたは電話で。先着 25 人  
定例親子おはなし会 
11/10(木)①10:30 ②11:15 
11/30（水）11：00 
乳幼児とその保護者  
〔申込・定員〕11/１(火)９:30～瀬谷図書館

カウンターまたは電話で。各回先着 12 組 
定例おはなし会 
10/26（水）15：30 ３歳～（保護者同伴可） 

おはなし会  
定例おはなし会 
11/16(水)15:30（ひとりでおはなしをきける子） 

くまさんのおはなし会 
11/10(木) ①10:00②10:45 

２・３歳児とその保護者 

※２歳未満のお子さんは入場できません。 

〔申 込 〕10/27（木 ）９:30～都 筑 図 書 館 カ

ウンターまたは電話で。各回先着 10 組 

おはなし会
定例おはなし会 
11/９（水）15:00 ３歳～と保護者 

親子おはなし会 
11/22（火）11:00 

１歳６か月～３歳未満と保護者 

おはなし会
ちっちゃなおはなし会 
11/４(金)11:00 
〔会場〕戸塚地区センター和室 
１～３歳児と保護者 当日先着 20 組 
土曜ニコニコおはなし会 
11/12(土)14:00 
４歳～小学１・２年生 当日先着 20 人 
〔語り手〕かながわこどもひろば 
定例おはなし会  
11/16(水)15:00 
４歳～小学１・２年生 当日先着 20 人 
※おはなしを聞きたい４歳以下の幼児や小学
校中・高学年の児童も参加できます。 

おはなし会
定例おはなし会「このほんよんで！」
11/８（火）、26（土）10:30 
１歳児～と保護者    
〔語 り手 〕中 図 書 館 司 書 ・ボランティアグ

ループモックの会 
定例おはなし会 
11/16、30（水）15:30 ３歳～ 
〔語 り手 〕中 図 書 館 司 書 ・ボランティアグ

ループモックの会 

保土ケ谷図書館 ☎３３３－１３３６ 

大人のための図書館体験 
〔内容〕大人版一日図書館員。図書館

の仕事を体験できます。 
〔日時〕11/５（土）14:00～16:00  
〔対象〕中学生～ 
〔申込〕10/18（火） 

９:30～保土ケ谷図 
書館カウンターまた 
は電話で。先着 15 人 

 
古川宇宙飛行士を応援しよう～宇宙の本～ 
〔内 容 〕横 浜 市 出 身 の古 川 宇 宙 飛 行

士の紹介、ミッション概要、訓練の様
子などのポスターや関連図書等を児
童コーナーで展示します。 

〔期間〕11/1(火)～30(水） 

おはなし会  
定例親子おはなし会 
11/17(木)①10:20 ②10:50 ③11:20

０～２歳児と保護者 

定例おはなし会 
11/２、16(水) 15:30 幼児～小学校低学年

緑図書館 ☎９８５－６３３１ 

港北・都筑・緑図書館巡回企画展
「地図でわがまち再発見～マップ博
ｉｎ丘のヨコハマ」 
●企 画 展 示 「地 図 でわがまち再 発 見
～マップ博ｉｎ丘のヨコハマ」 
〔内容〕港北・都筑・緑３区を中心としたヨコ

ハマ北部の地図の中から、「お散歩」「防
災」「子育て・福祉」のテーマに沿って、
バラエティ豊かな地図を紹介します。 

〔期間〕11/15(火)～30(水) 
 
●講演会「防災基礎講座～地図で考
えるわが町の防災」 
〔内容〕災害時にどのように行動したらよ

いか、地図を使いながらグループワー
クで考えます。被災時に実際に行動
できる、自分を守る防災を身につけま
しょう。 

〔日時〕11/23(水・祝)14:00～16：00 
〔会場〕緑ほのぼの荘会議室(緑図書館２階) 
〔申込・定員〕11/11(金) 

９:30～緑図書館カウ 
ンターまたは電話で。 
先着 30 人 

森の恵み塾写真展「ヨコハマ里山紀行」
～原風景を探しに横浜の森を歩く～ 
〔内容〕横浜の原風景を子どもから大人

まで楽しんでいただけるよう様々な「里
山」の光景や昆虫・植物をテーマにし
たパネル・図書の展示を行います。 

〔期間〕10/15（土）～30（日）（10/19、27を除く） 

〔共催〕環境創造局みどりアップ推進課 

おはなし会  
赤ちゃんと楽しむおはなし会 
11/16(水)①10:00 ②11:00 
０・１歳児と保護者 当日先着 12 組 
〔語り手〕緑図書館司書・ボランティア 
親子で楽しむおはなし会 
11/９(水) 11:00 ２・３歳児と保護者  
当日先着 12 組  
〔語り手〕緑図書館司書・ボランティア 

土曜日のおはなし会 
11/26(土) 15:30 ３歳～ 当日先着 20 人
〔語り手〕緑図書館おはなしボランティア 
３歳からのおはなし会 
11/30(水) 15:30 ３歳～ 当日先着 20 人
〔語り手〕緑図書館司書・ボランティア 



  
 

 

※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 各館の行事～やっぱり読書の秋 １ １ 月  

７ 

地域のみんなで支えよう～認知症
サポーター養成講座 
〔内容〕認知症の症状や認知症の方へ

の接し方など。 
〔日時〕11/25（金）14：00～15：30 
〔申込・定員〕11/11（金）９:00～24（木）
南 区 役 所 高 齢 障 害 支 援 課 へ 電 話
（743-8227）で申込。先着 50 人 

〔講師〕認知症キャラバンメイト 
 
「認知症を知る」パネルと本の展示 
〔期間〕11/８（火）～12/７（水） 
 
「シリアを知る～歴史･文化､そして
今」シリア人女性講師による講演 
〔内容〕シリアの歴史と文化、さらにニュー

スでは伝わらない現在の状況を紹介。 
〔日時〕12/11（日）10:00～12:30    
〔申込・定員〕11/24（木）９:30～南図書

館カウンターまたは電話で。先着 50 人 
〔対象〕高校生～ 
〔講師〕バヒブーフ・ラマ氏 
 
あたらしい絵本を見る会 
〔内容〕南図書館が所蔵している、あたら

しい絵本（展示する月の 2･3 か月前に
受け入れた絵本）を展示します。 

〔日時〕11/17（木）９:30～19：00 

南図書館 ☎７１５－７２００ 

山内図書館 ☎９０１－１２２５ 

 
おはなし会
定例親子おはなし会 
11/15（火 ）①10:30（０～２歳 児 と保 護

者）②11:30（２～４歳児と保護者）   

〔語り手〕子どもと本 
定例おはなし会 
11/９（水）15：30 ３歳～ 

〔語り手〕おはなし南の会 
定例おはなし会 
11/12（土）11：00 ５歳～ 

〔語り手〕素話の会 

おはなし会  
「空とぶじゅうたんえほんとかたり」 
山内図書館おはなし会 
11/９（水）15：30、23（水・祝）14：00 

ひとりでおはなしが聞ける３歳～ 

〔語り手〕山内図書館司書・空とぶじゅうたん

おはなしボランティア 
「空とぶじゅうたんえほんとかたり」 
山内図書館親子おはなし会 
11/11、25(金)①11:00 ②11:30 

１歳児～と保護者 

〔語り手〕山内図書館司書・空とぶじゅうたん

おはなしボランティア 

                                                               

 

 

蛙の子は蛙、似た者夫婦と言う言葉がありますが、子や孫の代まで作

家の家系や、お互いミステリ作家というご夫婦も。「類は友を呼ぶ」とでも

いうのか、もの書きの周りは自然にもの書きになるようです。 

 

2006 年新語・流行語大賞を「品格」で受賞した数学者の藤原正彦

（『国家の品格』2005）は新田次郎の次男です。母親は同じく作家の藤

原てい。新田次郎は『強力伝』で 1956 年直木賞を受賞、藤原ていは敗

戦後、夫を残し子ども３人を連れた満州からの引き上げを描いた『流れる

星は生きている』が戦後空前の大ベストセラーになりドラマ化されました。

親子作家は他にも阿川弘之と阿川佐和子、吉本隆明と吉本ばなな、江

國滋と江國香織、有吉佐和子と有吉玉青、斎藤茂吉と斎藤茂太・北杜

夫、太宰治と太田治子・津島佑子などたくさんいます。 

一方、夫婦で作家という方々も。小池真理子と藤田宜永は夫婦で直

木賞を受賞（小池真理子『恋』1995、藤田宜永『愛の領分』2004）。共

著に『夫婦公論』があります。また、新津きよみ（『トライアングル』2008）と

「～者シリーズ」の折原一は推理作家夫婦。共著に『二重生活』（1996）

があります。「十二国記シリーズ」の小野不由美と「館シリーズ」の綾辻行

人、加納朋子（『ななつのこ』1992）と貫井徳郎（『慟哭』1993）も夫婦で

す。『三陸海岸大津波』等で著名な吉村昭の最期を看取った津村節子

は、５年を経てその壮絶な死を私小説という形で発表しました（『紅梅』

2011）。新田次郎から叩き込まれた武士道精神を貫く夫（藤原正彦）と

家族の話を妻の藤原美子が『夫の悪夢』（2010）という本で紹介していま

す。 

家族の視点から書かれた話を読むことでお気に入りの作家の新たな側

面が見えてくるかもしれません。 

（作家の敬称略） 

＠Ｌｉｂブックコラム「親子作家・夫婦作家」 

「修理ボランティア」のため
の製本講座（全２回） 
〔内容〕本の仕組みを知り、 

修理の基礎をマスター 

します。①本の構造を知 

る・各種綴じ方の実習 

②表紙を作る・製本 

〔日時〕①11/28(月) ②12/５(月)  

各日 13:00～16:00 

〔対象〕山内図書館での「本の修理ボランティ

ア活動」に興味があり、２回とも参加できる人

〔申込・定員〕11/７（月）９:30～山内図書

館カウンターまたは電話で。先着６人 

あおば探訪～自然編３～ 
〔日時・内容〕11/27（日） 

10:30～12:00 木の枝を採集 

12:00～13:00 お昼休憩 

※自由行動。弁当持参可 

13:00～16:30 ミニチュア家具作り 

〔対象〕中学生～ 

〔申込〕11/11（金）９：30～山内図書館カ

ウンターまたは電話で。先着 10 人 

〔参加費〕レクリエーション保険料100 円

（当日集金） 

〔講師〕仁井雄治氏（㈱地域環境計画元代表） 

※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

『国家の品格』 

藤原正彦 
新潮社 

『強力伝・孤島』

新田次郎 

新潮社 

『流れる星は 
生きている』 

藤原てい 

中央公論新社 

『夫婦公論』

小池真理子
藤田宣永  

集英社 

『二重生活』

折原一 
新津きよみ 

講談社 

『赤光』 
斎藤茂吉

岩波書店

『どくとるマンボウ

航海記』 
北杜夫 

新潮社 

『いい言葉は、い
い人生をつくる』 

斎藤茂太 

成美堂出版 

『三陸海岸
大津波』 

吉村昭 

文藝春秋 

『紅梅』 
津村節子 

文藝春秋 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＹＯＫＯＨＡＭＡ 
  図書館めぐり 

 第１５回 栄図書館  

横浜市立図書館一覧  
図 書 館 電話番号 図 書 館 電話番号 

中央図書館 262-0050 瀬谷図書館 301-7911 

旭図書館 953-1166 都筑図書館  948-2424 

泉図書館  801-2251 鶴見図書館 502-4416 

磯子図書館  753-2864 戸塚図書館 862-9411 

神奈川図書館 434-4339 中図書館 621-6621 

金沢図書館 784-5861 保土ケ谷図書館 333-1336 

港南図書館 841-5577 緑図書館 985-6331 

港北図書館 421-1211 南図書館  715-7200 

栄図書館 891-2801 山内図書館 901-1225 

平 成 ２３年 １０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 

８

基 礎データ （H23.3.31 現 在 ） 
平成元年３月14 日開館 
蔵書数      118,284 冊
年 間総 貸出 冊数 582,722 冊
一 日平 均入 館者数  1,129 人

栄 図 書 館 はＪＲ本 郷 台 駅 から 

歩 いて 13 分 のところにあります。 

色とりどりの鯉たちが泳ぐ「いたち川」 

や、いちょうの並木道を歩くとすぐで 

す。鎌倉までバスで 20 分ほど、春に 

はうぐいすの鳴き声が聞こえる、自然 

が豊かな場所です。時にはリスが訪 

れる中庭には藤棚があり、読書に疲 

れたら気分転換もできます。                

11 月 には一 般 向 け催 しとして 

横浜市立図書館創立 90 周年記念、 

講座「横浜で交差した音－レコード 

でたどる日 本 と世 界 の 90 年 ―」 

を開催します。90 年前の音楽など 

を聴きその歳月を追体験するというものです。講師には大

衆芸能研究家の岡田則夫氏と音楽評論家の北中正和

氏、山岸伸一氏の３人をお迎えします。 

子ども向けには、毎月４か月健診の日に福祉保健センター

に出向いて、絵本とわらべうたの紹介をしています。図書館で

は「おやこのおはなし会」も毎月最終火曜日の 11 時から行っ

ています。ひとりでおはなしを聞けるお子さんには毎月第２水

曜日の午後３時 30 分からのおはなし会があります。また第４

土曜日午後２時からは４歳くらいのお子さんから大人の方まで

参加できる「かながわこどもひろばおはなしの会」があります。 

昨年度より、栄図書館修理 

ボランティアがスタートしました。 

図書館の壊れた本を修理して 

います。タッチーくんの絵入りの 

シールが本に貼られているのを 

みかけたことがありますか？ 

ボランテイアの方々が１冊ずつ 

ていねいに修理してくださった本です。 

新聞・雑誌をゆったりとご覧いただけるコーナーもご用意

しております。栄図書館にどうぞいらしてください。 

栄図書館外観 

中庭の藤棚 

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＊１０月は１１日、１１月は２１日） 

／１２月２９日～１月３日／図書特別整理日 

この本は、栄図書

館修理ボランティ

アが修 理 し ま し

た 。 大切に使い

ましょう。 

タッチーくんの絵入りシール

お知らせ 

■磯子図書館 

臨時休館  
１１/１９(土)電気設備点検のため休館します。  

■泉図書館 

外壁・屋上防水改修工事（１０月中旬～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。 

■山内図書館 

団体貸出サービス・駐車場一部利用休止について
アスベスト除去工事（１０/３（月）～２８（金）予定）に伴い休

止します。市民の皆さまにはご不便をお掛けします。ご理解・ご

協力をお願いします。詳細は、館内掲示等でお知らせします。

以下は広告欄です。「＠Ｌｉｂ１１月号」の掲載内容とは関係ありません。 

広 告 
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