
市立図書館創立90 周年記念展示 

「野毛の 90 年」 
〔内容〕1920 年代からの野毛の移り変

わりを写真や資料で紹介します。 
〔日時〕７/７(木)～８/31(水) 
〔会場〕中央図書館１階展示コーナー 

■磯子図書館 

シルクロード・歴史と文化の十字路 

アフガニスタンを知っていますか？ 

― 国際協力支援活動の体験から ― 
〔日時〕７/23（土）14：00～15：30 
〔会場〕磯子図書館会議室 
〔対象〕中学・高校生（一般の方も可） 
〔申込・定員〕７/11(月)９：30～磯子図書

館カウンターまたは電話で。先着 30 人 
〔講師〕中西洋夫氏（インターナショナ

ルコミュニケーション研究会） 

■山内図書館 

鈴木光司講演会 応援します！

「イクメン」パパ 
〔内容〕『リング』シリーズをはじめ数々の

ベストセラーを生み出した作家の鈴木
光司氏は、「文壇最強の子育てパパ」
として、『家族の絆』『父性の誕生』な
ど子育てに関するエッセイも多数執筆
しています。“イクメン”鈴木光司氏に
よる子育て論をお楽しみください。 

〔日時〕７/31（日）14：00～16：00 
〔会場〕山内地区センター集会ホール 
〔申込・定員〕６/21（火）９：30～ ①氏

名 ②連絡先（電話番号または E メ
ール）を記入し、E メール（kikaku＠
yamauchi-lib.jp ）、または山 内 図 書
館カウンターへ。先着 150 人 
＊保育あり（２歳以上。先着 15 人） 

■中図書館 

’60 年代横浜・中区ミニ写真展～映画

『コクリコ坂から』舞台は私たちの街～
〔内容〕映画『コクリコ坂から』の舞台となる

1960 年代中区の写真を展示します。 
〔期間〕７/２(土)～25(月)、８/13(土)

～28(日) 
〔会場〕中図書館１階 

■中央図書館 

市立図書館創立 90 周年記念 

「親子であそぼう！～市長公舎

でむかしのあそび～」 
〔内容〕歴史のある市長公舎で、親子一

緒に昔の遊びを楽しみませんか？ 
〔日時〕８/７、28(日)10:00～11:30 
〔会場〕市長公舎 
〔対象〕未就学児～小学生とその保護者 
〔申込・定員〕７/15（金）９:30～中央

図書館１階「⑤ヘルプデスク」か電話
（262-0050）で。先着 15 組 

■中央図書館 

朗読会「銀河鉄道の夜」 
〔内容〕宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を

朗読します。 
〔日時〕７/24(日)①13：00（開場 12:30）

②15：00（開場 14：30） 
〔会場〕中央図書館地下１階ホール 
〔定員〕各回150人。直接会場へお越しください。

■瀬谷図書館 

石のせかい～石や鉱物のみりょ

くをさぐる～ 
〔内容〕鉱物 の標本と石 についての本

を、子どもの本を中心に展示します。
〔期間〕７/１(金)～18(月・祝) 

  
 

 

@ Lib 創立９０周年事業/講座・講演会/テーマ展示 ７ 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 

教科書展示 

〔内容〕平成24年度に小学校、中学校
において使用する教科書の展示 

〔会場および期間〕 
展示期間 図書館名 

６/17(金)～７/４(月) 
※６/20(月)、 

６/28(火)～30(木)を除く 

磯子・神奈川 

６/17(金)～30(木) 
※６/20（月）を除く 

保土ケ谷 

６/17(金)～７/１(金) 
※６/20（月）を除く 

都筑 

６/22(水)～26(日) 金沢・鶴見・中・南 

６/29(水)～７/３(日) 中央・栄・瀬谷 

６/29(水)～７/３(日) 
※７/１（金）を除く 

港南 

〔詳細〕 
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/
sidou1/kyokasho23/pdf/h23tenjikai.pdf 

■旭図書館 

旭図書館開館 25 周年記念展示

「ズーラシアのどうぶつたち」
〔内容〕「よこはま動物園ズーラシア」の

動物の写真や紹介パネル、関連図
書を展示します。 

〔期間〕７/１(金)～11(月) 

■港南・瀬谷・泉図書館ほか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。 

港南 
６/28(火)～７/６(水) 

※７/１(金)を除く 

瀬谷 ８/３(水)～30(火) 

泉 10/７(金)～19(水) 

旭図書館開館 25 周年記念展示

「相鉄線、昨日・今日・そして明日」
〔内容〕「相鉄線」の愛称で親しまれる

相模鉄道。図書館では今回、この
「相鉄線」への日頃の感謝を込めて
パネル展を開催します。 

〔期間〕７/15(金)～25(月) 

下記の図書館でも巡回予定です。 

港北・南（９月）、神奈川・緑（10 月）、金沢・

栄（11 月）、磯子・戸塚（12 月）、保土ケ谷

（１月）＊中央での展示は終了しました。 

創立９０周年事業 

横 浜 公 園 の仮 設 閲 覧 所 で図 書

閲覧が開始されたのは、1921(大正

10)年のことでした。それから 90 年が

経過し、横浜市は大きな変貌を遂げ

ました。図書館で、「ヨコハマ」の90 年

を感じてみませんか？ 

間門から宇宙へ！～古川宇宙飛

行士を応援しよう～ 
〔内容〕横浜市間門小学校出身の古

川宇宙飛行士の紹介、ミッション概
要、訓練の様子などを展示します。 

〔期間〕７/26（火）～８/10（水） 
〔会場〕中図書館１階 

■港北図書館 

写真展「ちょっと昔の港北～この

写真の持ち主を探しています～」
〔内容〕昭和初期から平成元年までの

写真を展示。港北区の町並み写真
データベース作成のため、持ち主ま
たは撮影者を探しています。 

〔期間〕７/12(火)～８/14(日) 

■中央図書館 
「日本人初の米国特許  

横浜の花火師・平山甚太」 
〔内容〕明治16年、「昼花火」によって、

日本人で初めて米国の特許を取得
した平山甚太の功績を紹介する展
示会及び講演会を実施します。 

●展示 
〔期間〕７/20（水）～８/14（日） 
〔場所〕中央図書館３階 
●講演会  
〔日時〕７/31(日)13:00～15:00（開場12：30） 

〔場所〕中央図書館地下１階ホール 
〔申込・定員〕６/24（金）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・連絡先（電話
番号、ＦＡＸ番号、Ｅメールアドレス等）を
お知らせください。先着 200 人 
７/20（水）17:00 締切。 

〔講師〕櫻井孝氏（特許庁特許審査第四部部長）



３ 

中央 

●７/13、27(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 

●ボ７/２、９、16、23、30(土) 

①14:00（ひとりでおはなしを聞ける子～)

②14:30（小学生～) 

旭 
●協 ７/13(水)16:00 

（３歳～ 当日先着 30 人） 

泉 

●ボ７/10(日) 

①14：00（２歳～） ②14：30（５歳～）

●７/20（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～） 

磯子 
●７/13(水)15:30 

（幼児～小学１年生） 

神奈川 
●７/７(木)15:30 

（３歳～小学２年生） 

金沢 
●７/20（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 
●ボ７/24(日) 

①14:30（３歳～） ②15:00（小学生） 

港北 
●７/13(水)15:30 

（４歳～小学２年生) 

栄 
●７/13(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～10 歳) 

●ボ７/23(土)14:00（４歳～） 

瀬谷 
●７/27(水)15:30 

（３歳～保護者同伴可） 

都筑 
●７/20（水）15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

鶴見 
●７/14（木）15：00 

（３歳～ 先着 15 人） 

戸塚 

●ボ７/９(土)14：00 

 （４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

●７/20(水)15：00 

（４歳～小学校低学年 当日先着 20 人)

中 
●ボ７/６(水)15：30（３歳～） 

●協 ７/20(水)15:30（３歳～） 

保土ケ谷 
●７/６、20(水)15:30 

（３歳～小学校低学年） 

緑 
●協 ７/27(水)15:30 

（３歳～当日先着 20 人） 

南 

●ボ７/13(水)15:30 

（おはなしを聞ける３歳～） 

●ボ７/９(土)11:00 

（おはなしを聞ける５歳～） 

山内 
●協７/12（火）、ボ７/26(火) 15:30

（ひとりでおはなしを聞ける３歳～） 

■磯子図書館 

図書館仕事体験＜中学生＞ 
〔内容〕カウンターで本の貸出や返却、

ティーンズコーナーの展示作成など
図書館の仕事を体験します。 

〔日時〕８/19(金)10：30～15：30 
〔対象〕市内在住・在学の中学生  
〔申込・定員〕８/11(木)９：30～磯子図書

館カウンターまたは電話で。先着８人 

■旭図書館 

夏休みティーンズ・ボランティア 
〔内容〕図書館業務(図書修理・書架整

理・お薦め本カード作成など)のお手
伝いをしてもらいます。５日以上参加
した人には、感謝状をお渡しします。 

〔期間〕８/３(水)～17(水)９:30～12:00 
＊オリエンテーション（８/３(水)９：30～12:00）と 
反省会（８/17(水)11：00～12：00）は参加必須。 

〔対象〕旭区内在住・在学の中学生・高
校生で期間中に５日以上参加できる人 

〔申込・定員〕７/13(水)～20(水)に申
込書を提出(郵送可)。申込用紙は図
書館などで配布。10 人（応募多数の
場合は抽選） 

■緑図書館 

図書館司書になってみよう 
〔内容〕図書館の仕事ってどんなもの？ 

カウンターで来館者と応対、子どもた
ち相手の絵本の読み聞かせなど、司
書の仕事を実際に体験してみよう。 

〔日時〕８/10(水) 10:00～15:00 
〔対象〕中学生 
〔申込・定員〕７/26(火)９:30～緑図書

館カウンターまたは電話で。先着５人 
〔持ち物等〕筆記用具、エプロン、お弁

当。動きやすい服装で。 

■港南図書館 

中学生向け一日司書体験 
〔内容〕司書ってどんな仕事をしているの？

図書館の裏側をのぞいてみませんか。 
〔日時〕８/10（水）９:45～11:45 
〔対象〕市内在住・在学の中学生 
〔申込・定員〕７/27（水）９:30～港南図

書館カウンターまたは電話で。先着６人 

中央 
●７/６、20(水)11：00 

（１～３歳児と保護者 当日先着15 組)

旭 
●７/27(水)10:30 

（０～３歳児と保護者 当日先着12 組)

泉 
●８/23(火)①10:30 ②11:15 

（２･３歳児と保護者 各回先着 15 組）

〔申込〕７/26（火）９:30～  

磯子 
●７/21(木)11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕７/11(月)９:30～ 

神奈川 
●７/21（木）11：00 

（０～２歳児と保護者 先着 15 組） 

金沢 
●７/29（金）10:30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組） 

〔申込〕７/15(金)９:30～ 

港南 

●ボ７/７(木)①10:00②10:40 

（０～４歳児と保護者） 

●ボ７/13、27(水) 

①10:00（０～２歳児と保護者） 

②10:40（２～４歳児と保護者） 

港北 
●７/21(木)11：00 

(１～３歳児と保護者)  

〔申込〕７/12(火)９：30～先着 15 組

栄 
●７/26(火)11：00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12組）

瀬谷 
●協 ７/13(水)①10:30 ②11:15 

（０～３歳児と保護者 各回先着 12 組）

〔申込〕７/１（金）９：30～ 

都筑 
●７/21(木)①10:00 ②10:45 

（２・３歳児と保護者 各回先着 10 組）

〔申込〕７/８（金）９:30～ 

鶴見 
●７/26(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者 当日先着15組)

戸塚 
●７/１(金)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着20 組） 

中 
●協 ７/12(火)、23（土）10：30 

 （１歳児～と保護者） 

保土ケ谷 
●７/21（木）①10：20 ②10：50 

 ③11：20（０～２歳児と保護者） 

緑 

●協 ７/13(水)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12組）

●協 ７/20(水)①10:00 ②11:00 

（０・１歳児と保護者 各回当日先着12組）

南 
●ボ７/12(火) 

①10:30（０～２歳児と保護者） 

②11:30（２～４歳児と保護者） 

山内 
●協 ７/８、22(金) 

①11:00 ②11:30（１歳児～と保護者）

■泉図書館 

ティーンズ一日司書体験 
〔日時・対象〕８/２(火)、５(金) 

各日９:00～16:00 
〔対象〕泉区内在住・在学の中学・高

校生。８/２は中学生、８/５は高校
生対象。 

〔内 容 〕カウンターでの貸出、返却、調べ
物、展示など、図書館の仕事を体験しま
す。参加者には、特製クリアファイルまた
はオリジナルミニハンカチをプレゼント。 

〔申込・定員〕７/14(木)９:30～泉図書館
カウンターまたは電話で。各日先着４人 

 

 
 

@ 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 ティーンズ向け行事/おはなし会 ７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 

 

ティーンズ向け行事 

定例親子おはなし会

定例おはなし会

夏休み特別おはなし会については、図書館

で配布するチラシか、市立図書館ホームペ

ージをご覧ください。 

■市立図書館 18 館で  
としょかんでなつやすみ ７/16(土)～８/31(日) 

子ども向けの、夏休み特別おはなし会や図書館探検隊、 

一日図書館員などを実施します。各イベントの開催内容 

などは、各図書館で配布しているチラシか市立図書館 

ホームページをご覧ください。（http://www.city.yokohama.ｌｇ.jp/kyoiku/library/） 


