
 

 

 

 
 

   

図書館で、アート？ 
今年は、３年に１度の現代アートの国際展、ヨコハマトリエンナーレが開催されます。 

「図書館」と「アート」はなかなか結びつかないかもしれませんが、実は、中央図書館の敷地内・館内にも、アート作品が 

いくつかあるんです！調べものや本を借りるついでに、ちょっと寄り道をして、アート鑑賞してみませんか。 

横浜市立図書館情報紙 : アットリブ  
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地域図書館にもアート作品があります。ぜひ、ご覧になってみてください。 

＜作品名＞ 

○Ａ 「宿る」ハラダミドリ 

○Ｂ 「STAINLESS FANTASY」川上玲子

○Ｃ 「光のまい」望月菊磨 

○Ｄ 「冬の像」佐藤忠良 

○Ｅ 「道標 鳩」柳原義達 

○Ｆ 「アニタ」笹戸千津子 

○Ｇ 「知恵の箱」望月菊磨 

「トリエンナーレを図書館で！」 

ヨコハマトリエンナーレ 2011 は、横浜美術館、日本郵船海岸倉庫（ＢａｎｋＡＲＴ ＳｔｕｄｉｏＮＹＫ）、その他周辺地域で、８月６日から１１月６日まで開催

されます。中央図書館ではこれに合わせ、トリエンナーレ関連の資料を展示します。図書館でも現代アートを味わってみませんか。 

〔期間〕９月５日（月）～25 日（日） 〔場所〕中央図書館１階展示コーナー 

野毛山駐車場 

市長公舎 大階段 
光庭 

中央図書館（１階） 

レストラン 

野毛坂
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泉図書館 「レッスンの合い間」寺井重三（絵画） 瀬谷図書館 「思惟の礎」神成澪（レリーフ） 

磯子図書館 「懐かしき磯子の原風景」坂田徳次（絵画） 

神奈川図書館 「海の音」伊集院真理子（レリーフ） 
緑図書館 

「詩」梅田満知子（タペストリー） 

「翠の頌」鎌田方晴（絵画） 

「森の音」渡邊尋志（彫刻） 

栄図書館 「祈り」木村晋太郎 （彫刻） 南図書館 
「記憶の地」田辺和郎（壁画） 

「うつわ その二」永井鐵太郎（オブジェ） 

至・京急日ノ出町駅 

至・ 

桜木町駅 

Ｇ 
 

Ｂ

入口 

至・野毛山動物園 

横浜市中央図書館周辺図

Ｆ 



■中央図書館 

創立90周年記念パネルディスカッション 

「あの頃の、ヨコハマは…（戦後編）」 
〔内容〕みなさまから募集したエピソードをもと

に、昔のヨコハマについて語り合いましょう。
６月に実施したパネルディスカッションでは、
戦時中までのエピソードを取り上げました。
今回は戦後のエピソードを取り上げます。 

〔日時〕10/１（土）14：00～16：00 
〔会場〕中央図書館 地下１階ホール 
〔申込・定員〕９/１（木）９：30～９/30（金） 

中央図書館１階「⑤ヘルプデスク」または
電話で。先着 150 人 

■泉図書館 

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 〕本 人 や家 族 にどのような対

応をしたらよいか学びます。 
〔日時〕９/25（日）14:00～15:30 
〔会場〕泉図書館２階会議室 
〔申込・定員〕９/13（火）９：30～泉図書

館カウンターまたは電話で。先着20 人
〔講師〕泉区キャラバン 
※予防のための講座ではありません。 

●関連展示 
まず知ろうー認知症の基礎知識 
〔期間〕９/８（木）～27（火）

■都筑図書館 

絵本の読み聞かせボランティア講座
（全３回） 
〔内容〕絵 本 の読 み聞 かせについて

の講義と実習 
〔日時〕10/６、13、20（木） 

10：00～12：00 
〔会場〕都筑区役所３階研修室 
〔対象〕小学生を対象とした読み聞

かせボランティアを始めて間もない
人かこれから始めようと考えている
人で全３回参加できる人 

〔定員〕30 人（申込多数の場合は抽選） 
〔申込〕９/12（月）～往復はがきまたはＥ

メールで。９/27(火)必着。申込１件に
つき１人まで、本人のみ申込可。 
（申込先）都筑図書館読み聞かせボ

ランティア講座担当 
【はがき】〒224-0032都筑区茅ケ崎中央32-1
【Ｅメール】ky-libgyoji14@city.yokohama.jp 

（記載事項）①氏名・ふりがな ②郵
便番号・住所 ③電話番号 
【はがき】返信面に返信用のあて先 
【Ｅメール】件名：読み聞かせボランティア

講座申込 

  
 

 

@ Lib 休館日のお知らせ/創立９０周年事業/講座・講演会/テーマ展示 ９ 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。

講座・講演会 

２ 

テーマ展示 

■瀬谷・南図書館ほか９館 

市立図書館創立 90 周年記念展示 

「絵本が語り継ぐ 90 年の歴史」 
〔内容〕1920 年代から現代にいたるまでの児

童書をパネルと本で紹介します。 
瀬谷 ８/３(水)～30(火) 

南 ９/９(金)～28(水) 

港北 ９/10(土)～25(日) 

泉 10/７(金)～19(水) 

下記の図書館でも巡回予定です。 

神奈川・緑（10 月）、金沢・栄（11 月）、磯子・戸塚

（12 月）、保土ケ谷(１月) 

■都筑・瀬谷図書館ほか５館 

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、訓練の様子など

のパネルや関連図書等を展示します。 

都筑 ８/26（金）～９/７(水)

瀬谷 ９/13(火)～29(木) 

保土ケ谷 11/１(火)～30(水) 

下記の図書館でも展示予定です。 
金沢・磯子（10 月）、中央（11 月）、緑（12 月） 

■磯子図書館・中図書館 

私たちの町を走ったチンチン電車
思い出の横浜市電展 
〔内 容 〕市電が走っていた頃の写真

や、当時使われた物品など貴重な
市電関連資料の展示をします。 

〔期間〕９/22(木）～10/10(月・祝）
〔協 力 〕横 浜 市 電 保 存 館 、横 浜 市

都市発展記念館 

休館日のお知らせ 

■市立図書館 

臨時休館について 
市立図書館は節電のため、７/１(金)～９/30（金）

の平日火～金曜日に市立図書館を４グループに分

け週１回、輪番で休館いたします（施設点検日のあ

る週はその日を休館日とします）。開館時間中も利

用に支障のない範囲で消灯するなどしています。ご

不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いし

ます。なお、中央図書館の臨時休館はありません。 

図

書

館

名 

中央 

旭 

磯子 

神奈川 

戸塚  

泉 

金沢 

鶴見 

山内  

栄 

瀬谷 

都筑 

緑 

南  

港南 

港北 

中 

保土ケ谷 
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23（火） 
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３（水） 

10（水） 

15（月） 

24（水） 

31（水） 

４（木）

11（木）

15（月）

25（木）

５（金） 

12（金） 

15（月） 

26（金） 

９

月 
20(火) 

 

６（火） 

13(火) 

20(火) 

27(火) 

 

７（水） 

14（水）

20（火）

28（水） 

１（木）

８（木）

15（木）

20（火）

29（木）

２（金） 

９（金） 

16（金） 

20(火) 

30(金) 

■都筑図書館 

パネル展示「タイムスリップ
横浜・関東大震災」 
〔期間〕９/１(木)～７(水) 
〔会場〕都筑区総合庁舎１階区民ホール 
〔協力〕横浜市史資料室 
※９/２(金)～19(月・祝)は、都筑図書館
にて、関連資料の展示も行います。 

資料展示「新聞でちょっとむかし
探検！あの日に帰りたい！？」 
〔内容〕都筑図書館所蔵の約 40 年

分の新聞縮刷版を大公開！ 
〔期間〕９/21(水)～10/20(木）  
＊「新聞クイズ」参加者には記念品をプレゼント。

■戸塚図書館 

戸塚の地盤変動（地形地質観察会）
〔内容〕現地で観察しながら、戸塚の

地盤変動を学びます。 
〔日時〕10/22（土）９:15～11:45 
  小 雨 決 行 。荒 天 の場 合 は講 演

会に変更。 
〔集合〕戸塚地区センター会議室 B 
〔対象〕小学生以上（小学生の場合

は保護者等同伴） 
〔申込・定員〕９/16（金）９:30～戸塚図書

館カウンターまたは電話で。先着25 人
〔講師〕笠間友博氏（神奈川県立生

命の星・地球博物館学芸員） 
＊参加者には特製クリアファイルをプレゼント。 

■山内図書館 

あおば探訪～牛込の獅子舞～ 
〔内容〕県の無形文化財にも指定さ

れている伝 統 芸 能 「牛 込 の獅 子
舞」を神明社で見学します。 

〔日時〕10/８（土）14:00～16:30 
〔集合〕山内図書館集会室 
〔申込・定員〕９/11（日）９:30～山内図書

館カウンターまたは電話で。先着 15 人 

●上映会（中図書館のみ） 
〔内容〕懐かしい市電のほか、トロリーバ

スや電車など、横浜の交通のあゆみ
を映像でたどります。 

〔日時〕９/22（木）10：00～、９/23
（金・祝）14：00～ 

〔会場〕中図書館２階会議室 
〔申込・定員〕９/13（火）９:30～中図書

館カウンターまたは電話で。各回先着
40 人 

創立９０周年事業 

＜市立図書館８月・９月の休館日一覧＞ 



３ 

中央 

●９/14、28(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 

●ボ９/３、10、17、24(土) 

①14:00（ひとりでおはなしを聞ける子～)

②14:30（小学生～) 

旭 
●協 ９/14(水)16:00 

（３歳～当日先着 30 人) 

泉 

●９/21(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９/11(日)①14：00（２歳～） 

②14：30（５歳～） 

磯子 

●９/14(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学１年生)

●９/28（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）

神奈川 
●９/１(木)15:30 

（３歳～小学２年生） 

金沢 
●９/21（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 
●ボ９/25(日) 

①14:30（３歳～） ②15:00（小学生） 

港北 
●９/14、28(水)15:30 

（４歳～小学２年生） 

栄 ●ボ９/24(土)14:00（４歳～） 

都筑 
●９/21(水)15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

鶴見 
●９/８（木）15：00 

（３歳～とその保護者） 

戸塚 

●ボ９/10(土)14：00 

 （４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

●９/21(水)15：00 

（４歳～小学校低学年 当日先着 20 人)

中 
●ボ９/７、協 ９/21（水）15：30 

（３歳～） 

保土ケ谷 
●９/７、21(水)15:30 

（３歳～小学校低学年） 

緑 

●協 ９/28(水)15:30 

（３歳～当日先着 20 人） 

●ボ９/24(土)15：30 

  （３歳～当日先着 20 人） 

南 

●ボ９/14(水)15:30 

（おはなしを聞ける３歳～） 

●ボ９/10（土）11:00 

 （おはなしを聞ける５歳～） 

山内 
●協 ９/13、27(火)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける３歳～） 

■港南図書館 

パパママ赤ちゃんのための絵本と
わらべうたの会 
〔日時〕９/25（日）①10:30 ②11:00

③11:30 ＊各回 15 分程度 

〔対象〕１歳４か月～１歳８か月の幼児
とその保護者 

〔申込・定員〕９/14（水）９：30～港南図
書館カウンターまたは電話で。各回先
着８組 

中央 
●９/７、21(水)11：00 

（１～３歳児と保護者 当日先着15 組)

旭 
●９/28(水)10:30 

（０～３歳児と保護者 当日先着12 組)

泉 
●10/25(火)①10:30 ②11:15 

（２･３歳児と保護者 各回先着 15 組）

〔申込〕９/27（火）９:30～  

磯子 
●９/15(木)11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕９/11(日)９:30～ 

神奈川 
●９/29（木）11：00 

（０～２歳児と保護者 先着 15 組） 

金沢 
●９/30（金）10:30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組） 

〔申込〕９/16(金)９:30～ 

港南 

●ボ９/１(木)①10：00 ②10：40 

 （０～４歳児とその保護者） 

●ボ９/14、28(水) 

①10:00（０～２歳児と保護者） 

②10:40（２～４歳児と保護者） 

港北 
●９/15(木)10：30 

（１～３歳児と保護者先着 15 組)

〔申込〕９/６(火)９:30～ 

栄 
●９/27(火)11：00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12組）

瀬谷 
●９/７(水) ①10：30 ②11：15 

（乳幼児とその保護者 先着 12 組） 

〔申込〕９/２(金)９:30～ 

都筑 
●９/22（木）①10：00 ②10：45 

（２・３歳児とその保護者 各回先着10組）

〔申込〕９/９(金)９:30～ 

鶴見 
●９/27(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者)

戸塚 
●９/２(金)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着20 組） 

中 
●協 ９/13（火）、24(土)10：30 

（１歳児～と保護者） 

保土ケ谷 
●９/15(木)①10:20 ②10：50 

 ③11：20 (０～２歳児と保護者) 

緑 

●協 ９/14(水)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12組）

●協 ９/21(水)①10:00 ②11:00 

（０・１歳児と保護者 各回当日先着12組）

南 
●ボ９/27(火) 

①10:30（０～２歳児と保護者） 

②11:30（２～４歳児と保護者） 

山内 
●協 ９/９(金)、23(金・祝) 

①11:00 ②11:30（１歳児～と保護者）

 

 
 

@ 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 ９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 

子ども向け行事 

■神奈川図書館 

君も名探偵になれるか！？ 

生きもののヒミツをさぐれ！ 
－神奈川図書館で森の中のプレイパーク！－ 
〔内容〕図書館の近くの立町みはらし公園

で、遊びを通じて身近な自然を楽しもう。
観察したことを図書館の本で調べよう。 

〔日時〕９/17（土）９：30～12:30 
〔対象〕神奈川区在住の小学４～６年生 
〔申込・定員〕９/１(木) ９:30～神奈川図書

館カウンターまたは電話で。先着20 人 
〔講師〕(社)日本ネイチャーゲーム協会公認

ネイチャーゲームリーダー 
〔共催〕環境創造局みどりアップ推進課 

＊横浜みどりアップイベント 
＊参加者には特製クリアファイルをプレゼント 

おはなし会 

 

定例親子おはなし会 定例おはなし会

■中央図書館 

めざせ☆星はかせ～としょかんで 
みるあきからふゆのよぞら～ 
〔内容〕夜空をスクリーンに投影し、講

師を招いて解説します。 
〔日時〕10/29（土）14：00～15：30 
〔会場〕中央図書館地下１階ホール 
〔対象〕小学１～４年生とその保護者 
〔申込・定員〕９/13（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50 組 
〔講師〕山田幸一氏（神奈川県立青少年センター） 

■緑図書館 

この本、イチオシ！～関東学院大学の先生が
ティーンのみなさんにオススメする19冊～ 
〔内容〕大学法学部・工学部の 17 人

の先 生 が教 えてくれた、ティーンの 
みなさん必見の本を展示します。 

〔期間〕９/２(金)～28(水) 

■緑図書館 

親子で聞こう！「楽しい本の紹介 
～ブックトーク」 
〔内容〕読書の楽しさがわかるとってお

きの本をご紹介します。 
〔日時〕10/22(土)10:30～12:00 
〔対象〕小学３～６年生の子どもと保護

者(子どものみの参加も可) 
〔申込・定員〕10/４(火)９:30～緑図書館

カウンターまたは電話で。先着 15 組 

■南図書館 

よみがえる本 
〔内容〕修理ボランティアの活動の様子、

修理前・修理後の本を展示します。 
〔期間〕９/３(土)～14(水) 

■金沢図書館 

金沢図書館に金沢動物園がやって
きた!!!「大昆虫博 2011～今年の夏は
昆虫博士になろう！～」 
〔期間〕７/14(木)～９/６(火)（予定） 

■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〕10 月～３月の第４木曜日 
  10：30～11：45 
〔対象〕０～２歳児と保護者（全回参加できる人）
〔申込・定員〕９/15（木）９:30～山内図書館

カウンターまたは電話で。先着15組 
〔参加費〕テキスト材料費：200 円/１回 
〔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

今年の夏も！ 



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 
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芸術の秋、ヨコハマトリエンナーレを楽しんだ後は、
横浜のさまざまなアートにも触れてみませんか？  

『三溪園 うつろう色彩と陰翳によせて 天野洋一写真集』
天野洋一/著 光村印刷  2007 年 

中区にある三溪園は実業家・原三溪によって作られた

庭園で、2006 年には国の名勝に指定されました。この写

真集は本牧出身の写真家・天野洋一氏によって撮影され

たもので、四季折々の三溪園の美しい姿を写しています。 

『世界に愛されたやきもの 眞
ま

葛
く ず

焼 初代宮川香山作品集』
宮川香山/〔作〕 山本博士/編著 宮川香山眞葛ミュージ

アム/監修 神奈川新聞社 2010 年  

日本の伝統・技術と西洋文化が融合し、 

横浜が育んだ芸術文化の一つが眞葛焼で 

す。明治初期、海を渡った眞葛焼は自然が 

もたらす豊かな着想で海外から称賛を受け 

ました。この作品集では初代宮川香山の 

精緻な作品の数々を掲載し、香山が目指 

したものが何であったかを見出していきます。 

『横浜錦絵物語』齋藤龍/著 新人物往来社 2009 年 
ページをめくる度にあらわれる色彩豊かな横浜錦絵。

文明開化は YOKOHAMA から始まったことを実感できま

す。横浜錦絵を通して、開港当時の横浜の人々の異国

へのときめきや町の賑わいをのぞいてみませんか。 

『ファーブル昆虫記の虫たち』第１巻～第５巻  
熊田千佳慕/絵・文 小学館 

著者は「ファーブル昆虫記」の虫を描くことをライフワークと

し、98 歳の生涯をとじるまで横浜で暮らした細密画家です。こ

の絵本では、その驚異的な細密画を原画と同サイズで見るこ

とができます。『熊田千佳慕のクマチカ昆虫記「絵本ファーブ

ル昆虫記」のための勉強帖』（熊田千佳慕/著 求竜堂

2010 年）では、その制作プロセスを垣間見ることができます。

『田辺光彰』田辺光彰/〔作〕 野村太郎/編著  

八坂書房 2011 年  

横浜市出身の国際的な現代彫刻家、 

田辺光彰氏の作品について、製作過程 

や図面を織り交ぜながら美術評論家の 

編者が読み解いていきます。横浜市内 

にある田辺氏の作品も紹介されています。 

＠Ｌｉｂミニブックリスト(36) 

「横浜の美術を味わう」 

４

基 礎データ （H23.3.31 現 在 ） 
昭和 49 年 10 月６日開館 
蔵書数      147,026 冊
年 間総 貸出 冊数 656,802 冊 
一 日平 均入 館者数   1.398 人

磯子図書館はＪＲ磯子駅から徒歩５分、磯子区総合
庁舎の地下１階にあります。利便性の良さが何よりの特
長です。磯子図書館自体は開館後 40 年近い「老舗」で
すが、現在の場所に移転してきたのは平成９年のことで
す。そんな磯子図書館にできた二つの新しいコーナーの
紹介と４月に開催した行事の報告をします。 

《医療情報でいきいき》 
「からだと病気の情報救急箱」 

がキャッチフレーズの医療・健康 
情報コーナーは、医療や健康に 
関する図書と雑誌をまとめて、 
わかりやすく見出しを立てていま 
す。地域発の健康関連情報も、 
同じスペースにまとめました。 
地域図書館の役割である、毎日の暮らしに直結した資
料を充実させていきます。 

《読み聞かせでわくわく》 
 読み聞かせにむく絵本コーナー 
では家庭での読み聞かせはもちろ 
ん、小学校での読み聞かせにも 
むく絵本を紹介しています。 

磯子図書館では主に小学校で 
読み聞かせをされているボランテ 
ィアの皆さんが、「グループ貸出」 
という制度を活発に利用されています。現在の登録数は 44
団体、年間利用冊数は約 3,500 冊。「読み聞かせ情報掲示板」
も設置し、みなさんの活動に役立つ情報をどんどん発信
していきたいと考えています。 

《皆さんとどきどき》 
４月 30 日、磯子区在住の 

フルート奏者吉川久子さんの 
ご尽力で「ライブラリー・フルート 
コンサート」を開催しました。 
閉館後の夕べ、フルートの音色 
が 100 人を超える参加者を 
優しく包み込みました。「いそご図書館サポーターズクラブ」
のご協力もあり、音楽と本の初めての〈コラボレーション〉
が実現しました。 

磯子図書館では、図書館という空間が持つ魅力を引
き出し「いきいき・わくわく・どきどき」感のある場所を目指
しています。これからもどうぞ、ご利用ください。 

開館時間 

●火曜日～金曜日：午前９時３０分～午後７時 

（当面の間、中央図書館・山内図書館も午後７時に閉館します） 

●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＊８月は１５日、９月は２０日） 

／１２月２９日～１月３日／図書特別整理日 

※７月～９月は中央以外の市立図書館は輪番で休館します。 

くわしくはｐ．２をご覧ください。 
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