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ホームページ 
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/kyoiku/library/ 

数字を通して横浜市立図書館をご紹介します。 

横浜市立図書館の図書館資料蔵書数です。 

政令指定都市の中ではトップです。この蔵書の 

中には、寄贈によるコレクションや貴重書のコレクションも含まれま

す。横浜に関する貴重資料は市立図書館ホームページ上の

「Yokohama’s Memory 都市横浜の記憶」（http://memories.lib. 

city.yokohama.jp/cats/index.html)でご覧いただくこともできます。

＊特に断りのない限り、平成21 年度の数値です。 

＊参考資料：『横浜市の図書館 2010』（横浜市中央図書館企画運営課）、『日本の図書館 2010』（日本図書館協会）、『横浜の本と文化』（横浜市中

央図書館）、『横浜の本と文化 別冊』（横浜市中央図書館）、『横浜市統計書』（横浜市）、「横浜市統計ポータルサイト」 

市立図書館では、図書館の運営状況等を市民の皆さまに知っていただくため、年報を作成しています。年報では、図書館資

料や利用状況などの統計を紹介しています。最新の『横浜市の図書館 2011（横浜市立図書館年報）』は平成 23 年７月発行予

定です。市立図書館18 館でご利用いただけるほか、市立図書館ホームページでもご覧いただけます。どうぞご活用ください。 

横浜市立図書館18 館の年間入館者数です。 

平成 22 年３月１日現在の横浜市人口総数は、約 367 万人、

市民１人当たり、年間約2.4 回ご来館いただいたことになります。 

ちなみに、平成21 年度、横浜スタジアムには約170 万人、日

産スタジアムには約101万人が入場しました。図書館は、市民の

皆さまにとても親しまれている施設なのです。 

横浜市立図書館の貸出冊数です。 

他の政令指定都市と比較すると、大阪市立図書館、名古屋

市立図書館に次いで第３位の貸出冊数となっています。 しか

し、市民１人当たりの貸出冊数は、横浜市は最下位の 3.１冊で

す。市民の皆さまにより多く利用していただけるよう、魅力ある

蔵書構成、蔵書の充実に努めてまいります。 

横浜市立図書館開業以来の累計貸出冊数（概数）です。本の厚さを仮に平均 2.5 センチとして、横浜市

中央図書館から並べてみますと、姉妹友好都市ムンバイ市（インド）を超えて本の列が延びます。 

（＊昭和14 年度～20 年度、35 年度～47 年度を除く。 昭和34 年度までは、館内閲覧冊数も含む。） 

図書館法第 17 条により、図書館資料の利用は無料

（０円）です。また、０歳の赤ちゃんも、登録して図書館カ

ードを作ることができます。親子おはなし会など、０歳から

参加できる行事も開催しています。 
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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/） 



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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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＊６月は２０日、７月は１９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。

くわしくは上記をご覧ください。 

平 成 ２３年 ６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 

港南図書館の開館は昭和 62(1987)年１月。その数年

後、「市民との協働」という言葉が一般的でない頃から、お

はなし講座受講生によるおはなし会が始まりました。現在

ではおはなし会ボランティアとして、４団体が定期的に活動

中です。20 年の歴史を持つ「港南おはなしの会」は、スト

ーリーテリング（おはなしを覚えて語ること）を中心としたお

はなし会を行っています。同じ活動歴の「おはなしひろばの

会」は、パネルシアターやカーテンシアターなどを得意とし

ています。乳幼児が対象のおはなし会を行っているのは

「おはなしくまさん」と 

「金色ポケット」。 

おはなし会の日には、 

ベビーカーに乗 った 

赤ちゃんが大勢やって 

きます。「子どもたちの 

かわいい一言や拍手 

にいつも元 気をもらっ 

ています」（ボランティ 

アのＭさん談）。ボラン 

ティアのおかげもあり、昨年度の港南図書館のおはなし会

は延べ 95 回、参加人数は延べ 2,979 人にのぼり、市内ト

ップクラスとなっています。 

昨年度、活動を始めたのは、「図書修理ボランティア」。

２回の講習を受けた方が、図書館の本を修理します。月

に１、２回、平均５名の方が集まり、２時間で 20 冊以上の

傷んだ本をきれいにしてくれます。 

郷土史の分野で活動しているのは「港南歴史協議会」

です。港 南 区 の郷 土  

史 に関わる８団体が結 

成した団体で、小学校や 

旧 家 に残 る古 写 真 の 

デジタル化や歴史講座 

など、郷土史の知識と 

ＩＴを活用し、市民に向 

けた幅広い活動を行っ 

ています。港南図書館 

では、年４回程度の歴 

史講座と懐かしい風景写真のパネル展を行い、毎回熱心

な参加者を集めています。今年からはＮＰＯ法人として活

動しています。 

港南図書館は、これからも港南区の地域に根ざしたボ

ランティアの活動を支え、ともに活動していきます。みなさ

んのご参加をお待ちしています。 

＜紹介団体の一覧＞ 

港南おはなしの会 平成 ２年 活動開始 

おはなしひろばの会 平成 ３年 活動開始 

おはなしくまさん 平成１４年 活動開始 

金色ポケット 平成１７年 活動開始 

図書修理ボランティア 平成２２年 活動開始 

港南歴史協議会 
平成１９年 発足 

ホームページあり 

  各団体のメンバー募集状況等については、港南図書館へ

お問い合わせください。＊おはなしくまさん、図書 修 理ボランティ

アは現在、メンバー募集を行っていません。 

■図書特別整理日 
市立図書館は、図書特別整理のため次の日程で休館します。 

図書館名 休館日 

中央（移動図書館も含む） ６/２１(火)～２３(木) 

旭・磯子・神奈川・戸塚 ６/２８(火)～３０(木) 

■臨時休館 
市立図書館は節電のため、７月１日(金)から９月３０日

（金）まで市立図書館を４グループに分け、平日火～金

曜日の週１回、輪番で休館いたします。（施設点検日の

ある週を除く）。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。 

＜市立図書館夏期休館日一覧＞ 

図書館名 ７月  ８月  ９月  

中央  １９(火) １５（月） ２０（火） 

旭・磯子・ 
神奈川・ 

戸塚  

５(火) 
１２（火） 
１９（火） 
２６（火） 

２（火） 
９（火） 

１５（月） 
２３（火） 
３０（火） 

６（火） 
１３（火） 
２０（火） 
２７（火） 

泉・金沢・ 
鶴見・山内

６（水） 
１３（水） 
１９（火） 
２７（水） 

３（水） 
１０（水） 
１５（月） 
２４（水） 
３１（水） 

７（水） 
１４（水） 
２０（火） 
２８（水） 

栄・瀬谷・ 
都筑・緑・南

７（木） 
１４（木） 
１９（火） 
２８（木） 

４（木） 
１１（木） 
１５（月） 
２５（木） 

１（木） 
８（木） 

１５（木） 
２０（火） 
２９（木） 

港南・港北・

中・保土ケ谷

１（金） 
８（金） 

１５（金） 
１９（火） 
２９（金） 

５（金） 
１２（金） 
１５（月） 
２６（金） 

２（金） 
９（金） 

１６（金） 
２０（火） 
３０（金） 

おはなし会（2011 年４月） 

歴史講座（2010 年９月） 

図書館ボランティア紹介 
 第１回 港南図書館  

休館日のお知らせ 
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