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４月２３日は子ども読書の日            ｐ．１

お知らせ／テーマ展示                ｐ．２

子ども向けイベント／おはなし会          ｐ．３

みんなで読もう！子ども読書の日イベント 

／＠Ｌｉｂミニブックリスト（33）「子どもと本の出会う場所」      ｐ．４

横浜市立図書館情報紙 : アットリブ  

横浜市立図書館は今年、創立 90 周年を迎えます。

ホームページ 
http://www.city.yokohama.jp 
/me/kyoiku/library/ ２０１１年  ４月号

おはなし会 

市立図書館のおはなし会には、親子で参加する

乳 幼 児 向 けとひとりで聞ける子 向 けの２種 類 の

おはなし会があります。 

親子で参加するおはなし会ではわらべうたも楽し

めます。ひとりで聞ける子向けのおはなし会では、絵本

の読み聞かせを中心に、本の楽しさを子どもたちに伝え

ています。各図書館で実施しているおはなし会につ

いては、ｐ．３や市立図書館のホームページを確認して

ご参加ください。 

保護者への支援 

子どもに読書の楽しさを伝えるには、子どもの一番

身近にいる保護者の存在が欠かせません。 

市立図書館では、保護者を対象にした読み聞かせ

やわらべうたの講座を実施しています。講座の中で、

おすすめの本やどんな本を読んだらいいかなど、

保護者の悩みにもお答えしています。 

カウンターでもお答えしていますので 

お気軽にご相談ください。 

おすすめの本 

市立図書館からは、子どもの読書を支援する情報

を提供しています。 

図書館ホームページの中のキッズページでは、 

毎月のおすすめの本や、 

年齢別のおすすめの本 

の情報を掲載しています。 

また、おすすめの本の 

リストを配布することも 

あります。 

ボランティアへの支援 

横浜市では、学校や地域で子どもと本をむすぶ活動

をしているボランティアがたくさん活躍しています。 

市立図書館では、ボランティアをこれから始める方

のための講座や、すでに 

活動中のボランティアの 

ための講座などを実施し 

ています。また、ボランテ 

ィアの交流会を実施して 

いる図書館もあります。 

市立図書館では子どもの読書活動を支援する様々なサービスを行っています。 

＠Ｌｉｂ2011 年３月号特集「小・中学校との連携」に続き、図書館で行っているサービスを紹介します。

４月２３日は子ども読書の日 

 ４月 19 日（火）～５月 15 日（日）は、市立図書館全館で子ども読書の日に 

ちなんだイベントがあります。詳しくは、図書館で配布するチラシまたは 

市立図書館ホームページをご覧ください。 

http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/library/bunka/kodomodokusyo2011.html 

横浜市立図書館キッズページ
http://www.city.yokohama.jp/me/ 

kyoiku/library/kids/ 

読み聞かせボランティア講座

（金沢図書館） 
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@ Lib お知らせ/テーマ展示/検索機使い方相談など ４ 月  

※４月の休館日は 18 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

■金沢図書館  

パネル展示「風をきって走る― 
自転車と文学とヨコハマ―」 
〔内容〕自転車にちなんだ作家や文学

作 品 をテーマ別 に紹 介 します。横

浜は文明開化期に貸自転車業や

自転車製造業が早くから始められ

ました。横 浜 と自 転 車 の歴 史 に関

する資料も紹介します。 

〔期間〕４/1（金）～５/31（火） 

〔会場〕金沢図書館１階ロビー 

■都筑図書館 

パネル展 示 「春 爛 漫 ：横 浜 絵 葉
書にみる桜」 
〔内容〕明治・大正期の横浜の風景

を写 した絵 葉 書 の中 から、桜 にち

なんだものを紹介します。図書館で

ちょっと遅めのお花見をどうぞ！ 

〔期間〕４/６(水)～17(日) 

■磯子図書館 

大人のためのおはなし会 
〔日時〕４/10（日）13：30～ 〔会場〕磯子図書館会議室 

〔申込・定員〕３/25（金）９：30～磯子図書館カウンターまたは電話で。先着 15 人

〔語り手〕よこはまおはなしの会 

テーマ展示 お知らせ 

■市立図書館 
ホームページアドレス変更 

４/１（金）から、市立図書館ホーム

ページのアドレスが変わります。 

新ホームページアドレス： 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/ 

 

各館別のメールマガジン、始めます 
４/20（水）から、市立図書館 17

館（山内図書館除く）のメールマガジ

ンの配信を開始します。配信登録は

４/11（月）９:30～市立図書館ホーム

ページで受付けます。 

内容は各館の休館日、お知らせ、

イベント案 内 など。各 館 の独 自 情 報

なども入れていきたいと考えています。

配信日は原則毎月20 日です。 

なお、山内図書館では独自にメー

ルマガジンを発行しています。配信の

登 録 は、山 内 図 書 館 ホームページ

（http://yamauchi-lib.jp/）をご覧ください。 
 
横浜市立図書館アクションプラン
を策定しました 

市立図書館では、平成 19 年８月

の「横浜市立図書館のあり方懇談会

報告書」の提言を踏まえ、図書館サ

ービスの向上や効率的な管理運営

に取組んできました。今 年度策 定さ

れた「横 浜 市 教 育 振 興 基 本 計 画 」

等と連動し、取組の方向性を改めて

整理するとともに、図書館を取巻く新

たな環 境 変 化 に適 切 に対 応 するた

め、今 後 ５か年 の具 体 的 な行 動 計

画を策定しました。17 の取組を推進

し、市民サービスの向上を目指します。 

詳 細 は、市 立 図 書 館 ホームペー

ジをご覧ください。 

「市立図書館アクションプラン」ページ 

http://www.city.yokohama.jp/me/

kyoiku/library/unei/actionplan.html 

■都筑図書館 
臨時休館 ３/23（水） 

館 内 レイアウト等 の変更作 業 を行

うため、施 設 点 検 日 （３/22（火））に

続けて臨時休館します。ご不便をお

かけします。 

 

■山内図書館  
外壁改修工事（～３月下旬<予定>） 

期間中、駐車場・駐輪場はご利用

いただけないため、公共交通機関を

ご利用ください。詳細は、館内掲示等

でお知らせします。 

検索機使い方相談など

■旭図書館 
〔日時〕４/12（火）10：00～11：30 
〔申込〕開催時間内随時受付 

■磯子図書館  
〔日時〕４/22(金)10：30～11：30 
〔会場〕磯子図書館検索機コーナー 
〔対象〕初心者 
〔申込・定員〕４/11（月）９：30～磯子図書

館カウンターまたは電話で。先着４人 

■戸塚図書館 

検索機講座 初級編 
〔内容〕図書館利用者用検索機で本

を探すコツを学びます。 
〔日時〕４/26（火） 

第１回 11：00～11：30 
第２回 14：30～15：00 

〔申込・定員〕４/19（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

■磯子図書館 

図書館記念日企画 
ライブラリー・フルートコンサート～磯子の風をフルートに乗せて
「音から描かれる物語」 
〔内容〕４月 30 日は図書館記念日です。これを記念し、 

「桜」をテーマにしたフルートの演奏と、本の紹介を行います。 

〔日時〕４/30（土）17：30～18：30 

〔会場〕磯子図書館ホール 

〔対象〕本と音楽が好きな人。親子で参加できます。 

〔申込・定員〕４/11（月）９：30～ 

磯子図書館カウンターで整理券を配布します。 

先着 80 人 

〔演奏〕吉川久子氏（フルーティスト・磯子区在住） 

     著書に『母と子の絆を深めるマタニティコンサート』 

          （新人物往来社 2010 年）があります。 

〔共催〕いそご図書館サポーターズクラブ 

※この事業での磯子区役所駐車場の減免はありません。 

横浜山手桜道 

横浜根岸堀割ノ桜 
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中央 
●４/20(水)①10：30 ②11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着 15 組) 

旭 
●４/27(水)10:30 

(０～３歳児と保護者 当日先着 15 組) 

泉 
●５/24(火)①10:30 ②11:15 

(２･３歳児と保護者 各回先着 15 組) 

〔申込〕４/14(木)９:30～ 

磯子 
●４/15(金)11:00 

(２・３歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕４/11(月)９:30～ 

神奈川 
●４/26(火)11:00 

(０～２歳児と保護者 先着 15 組) 
〔申込〕４/６(水)９:30～  

金沢 
●４/27（水）10：30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕４/13（水）９：30～ 

港南 

●ボ４/７(木) 

①10:00 ②10:40 (０歳 児 ～と保 護 者 ) 

●ボ４/８、22(金) 
①10:00(０～２歳児と保護者) 

②10:40(２～４歳児と保護者) 

栄 
●４/26(火)11：00 

(２・３歳児と保護者 当日先着 12 組) 

瀬谷 

●協４/14(木)①10：30 ②11：15 

 （０～３歳児と保護者 先着 12 組） 
 〔申込〕４/１(金)９：30～ 

●協４/27（水）11：00 

 （０～３歳児と保護者 先着 12 組） 
 〔申込〕４/１(金)９：30～ 

都筑 
●５/12(木)①10:00 ②10:45 

 （２・３歳児と保護者 各回先着 10 組） 

〔申込〕４/28(木)９：30～ 

鶴見 
●４/26(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者)

戸塚 
●４/１(金)11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着20 組) 

中 
●協 ４/12（火）10：30 

 (１歳児～と保護者) 

緑 

●協 ４/13(水)11:00 

(２・３歳児と保護者 各回当日先着 12 組) 

●協 ４/20(水)①10:00②11:00 
(０・１歳児と保護者 各回当日先着 12 組) 

南 
●ボ４/19(火) 

①10:30(０～２歳児と保護者) 

②11:30(２～４歳児と保護者) 

山内 
●協 ４/８、22(金) 

①11:00 ②11:30(１歳 児 ～と保 護 者 ) 

中央 

●４/６、13、20、27(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子～小学生)
※第３水曜日は、ボランティアによる実施 

●ボ４/９(土) 

①14:00(ひとりでおはなしを聞ける子)
②14:30(小学生～) 

旭 
●協 ４/13(水)16：00 

（３歳～当日先着 30 人） 

泉 
●ボ４/10(日) 

①14:00（２歳～）②14:30（５歳～)

磯子 

●４/13(水)15：30 
（３歳～小学１年生） 

●４/27(水) 

①15：30（３歳～小学１年生）  
②16：00（小学生） 

神奈川 
●４/５（火）15：30 

（３歳～小学２年生） 

金沢 
●４/20(水)15：30 
  （ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 
●ボ４/16(土) 
  ①14:00(３歳～) ②14:40(小学生～)

港北 
●４/８、22(金)15：30 

（４歳～小学２年生） 

栄 
●４/13(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

瀬谷 ●４/27(水)15：30 (３歳～) 

都筑 
●４/20(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

鶴見 
●４/13(水)15:00 

(ひとりでおはなしを聞ける３歳～) 

戸塚 

●ボ４/９(土)14：00 

  (４歳～小学校低学年 当日先着20人)

●４/20(水)15：00 
 (４歳～小学校低学年 当日先着20人)

中 
●４/６（水）15:30(３歳～小学生) 

●協 ４/20(水)15:30(３歳～小学生) 

保土ケ谷 
●４/６、20(水)15:30 

(幼児～小学校低学年) 

緑 
●協 ４/27(水)15:30 

(３歳～ 当日先着 20 人) 

南 
●ボ４/13(水)15：30 

(おはなしを聞ける３歳～) 

山内 
●協 ４/13、27(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける３歳～) 

 
 
 

@ 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 子ども向けイベント/おはなし会 ４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 

定例親子おはなし会 定例おはなし会

■神奈川図書館 

影絵を楽しむ会 
〔内容〕「ピーターとおおかみ」ほか。

参加者には、オリジナルミニハンカチ

をプレゼント。 

〔日時〕４/17（日） 

①13：00～13：40 

②14：30～15：10 

〔対象〕ひとりで参加できる子～小学６年生

〔会場〕神奈川図書館会議室 

〔申込・定員〕当日各回先着 30 人 

〔演者〕影絵サークル「シルエットフェア」

子ども向けイベント 

■緑図書館  

昨年の上演より 

③みんな大好き！「ねずみくんの 
チョッキ」～なかえよしをの世界

〔内容〕絵本作家なかえよしをさんの

作品を一堂に集めて紹介します。

〔期間〕４/28(木)～５/13（金） 

〔共催〕緑区地域子育て支援拠点“いっぽ” 

第４回みどりおはなしフェスタ 

①ママが楽しむおはなし会 
＆図書館ツアー 

〔内容〕子ども向けのおはなし会体

験、おすすめの絵本や図書館の

活用法を紹介。 

〔日時〕５/13（金）10:00～12:00

〔対象〕子どもと保護者 

〔会場〕緑図書館会議室 

〔定員〕先着 15 組＜要申込＞ 

＊保育あり（有料・15 人） 

②わらべうた講習会 
〔内容〕親子で楽しむことのできる

わらべうたを多数ご紹介。 

〔日時〕５/31(火)10:00～11:30 

〔対象〕子どもと保護者、読み聞

かせ活動をしている人 

〔会場〕緑図書館会議室 

〔定員〕先着 30 人＜要申込＞ 
〔講師〕緑図書館司書 

〔①②の申込〕４/23(土)10:00～

緑区地域子育て支援拠点“いっぽ”

（☎989-5850）で受付 



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 

中央 
●４/23(土) ①11:00（１～３歳児と保護者） ②14:00（ひとりでお

はなしを聞ける子～） ③14:30（小学生） 

旭 ●４/24(日) 11:00（幼児～小学生、大人も可） 

泉 
●４/20(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 
●５/５(木 ・祝) ①10:30 ②11:30 ③14:00 ④15:00 (各回とも保護者と 

①乳幼児②幼児③幼児～小学１年生④小学生 ③④は子どものみでも可）

 〔申込〕４/11(月)９：30～ 

金沢 
●４/23(土) ①10:30（乳幼児と保護者） ②11:30（幼児～小学生） 

〔申込〕①のみ、４/12（火）９：30～ 

港南 
●４/23(土) ①10:30  ②11:15  ③13:00  ④13:45 

（①②０～４歳児と保護者、③④３歳～大人） 

港北 ●４/23(土) ①10:30（４歳～小学２年生） ②11:30（小学２年生～）

栄 
●４/22(金) 15：30（ひとりでおはなしを聞ける子～10 歳）  
●４/23(土) ①14：00（２歳～） ②15：00（４歳～） 各回大人可 

都筑 

●４/22(金 ) ①10:00（０・１歳 児 と保 護 者 ） ②11:00（２～４歳 ）
〔申込〕４/12（火）９：30～ 

●４/23(土)  ①10:00（ひとりでおはなしを聞ける２歳～未就学児）  
②11:00（５歳～小学生） ③13:00（小学生～） 
〔申込〕４/12（火）９：30～ 

鶴見 
●４/23(土) ①10:30 ②11:00 （４か月 ～１歳６か月 と保護 者）

〔申込〕４/12(火)９：30～ 
戸塚 ●４/23(土) ①14:00 ②15:00（４歳～小学校低学年） 

中 ●４/23(土) 10:30（１歳児～と保護者） 

保土ケ谷 ●４/23(土) 11:00（幼児～小学校低学年） 

南 ●４/22(金) 15:30 （４歳～大人） 

山内 ●４/23(土) 11:00（ひとりでおはなしが聞ける３歳～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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＊３月は２２日、４月は１８日）

／１２月２９日～１月３日／図書特別整理日

平 成 ２３年 ３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 

 

 

 

  

子どもたちはいろんな場所で本に出会っ
ています。 
 
『図書館ラクダがやってくる 子どもた
ちに本を届ける世界の活動』 

マーグリート･ルアーズ／著 斉藤親／訳

さ・え・ら書房 2010 年 
 世界各国のへき地では、 

ラクダ、ゾウ、自転車や船 

などあらゆる手をつくして、 

人々は子どもと本の出会 

いの場をつくっています。 

本書は、世界各地のそう 

した活動を写真と文で明快に伝えています。本を

手にした子どもたちの笑顔が印象的な写真絵本

です。 

『絵本が目をさますとき』  
長谷川摂子／著  福音館書店 2010 年

若 い母 親 との文 通 という形 で、元 保 育 士 ・母

親・文庫活動家・絵本作家など幅広い顔を持つ

著 者 の子 どもや絵 本 への思 いを綴 った絵 本 案

内。「どんな絵本から始めたらいいの?」「物語への

橋渡しになる絵本は?」など様々な問いかけに、著

者は具体的な絵本を取り上げ、子どもと絵本が出

会う場の体験を織り交ぜながら答えます。 

 
『物語の役割』 
小川洋子／著 筑摩書房 2007 年 

『博士の愛した数式』などで有名な著者の創作

に対する姿勢をうかがい知ることができる、「物語

の役割」「物語が生まれる現場」「物語と私」の三

編 からなる講 演 集 。子 どもの頃 どんな本 と出 会

い、作家に至ったのかも綴られています。 

＠Ｌｉｂミニブックリスト（33）

「子どもと本の出会う場所」
４月 23 日（土）は子ども読書の日。市立図書館では、子どもたちに本の

楽しさを知ってもらうための様々なイベントを行いますので、みなさまご一緒
にお越しください。各イベントの詳細については図書館で配布するチラシまた
は市立図書館ホームページをご覧ください。 

http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/library/bunka/kodomodokusyo2011.html 
〔期間〕４/19（火）～５/15（日） 

●企画展示「新学期、読んでみようこんな本！」 
〔内容〕図書館がおすすめする本や、ヨコハマの子どもが選んだ１５０冊の本を紹介します。

小さなお子さんと一緒に楽しめる手遊びやわらべうたの本、絵本も紹介します。 

中央 

旭 

泉 

神奈川

鶴見 

山内 

４/19(火)～５/15(日)

磯子 ４/22(金)～５/５(木・祝)

金沢 ４/１(金)～５/10(火)

●子ども読書の日特別おはなし会  

金沢 

中 

りーどとモックの子ども読書の日イベント 
●としょかんクイズでビンゴ☆ 

４/19(火)～５/31(火)  〔対象〕小学生 

●モックのクリアファイルプレゼント（中図書館のみ） 
４/23(土)９：30～ 先着 100 人  
〔対象〕来館した小・中学生で、横浜市立図書館カードを持参し

た本人。代理不可。１人１枚まで。未登録の人は図書館カード
を作成します。（ただし、市内に住んでいるか、通学している人）

みんな大好き！「ねずみくんのチョッキ」～なかえよしをの世界（絵本展）
４/28(火)～５/13（金） 

緑 
（第４回み

どりおはな

しフェスタ） 
ママが楽しむおはなし会＆図書館ツアー  

５/13（金）10：00～12：00 〔申込〕p.３参照 

●その他イベント 

みんなで読もう！ 
子ども読書の日イベント 

港南 ４/１(金)～５/８(日) 
港北 ４/26（火）～５/22（日）

栄 ４/20(水)～５/11(水)

瀬谷 ４/20(水)～５/15(日)

都筑 ４/19(火)～５/31(火)

保土ケ谷 ４/23(土)～５/15(日)

緑 ４/１(金)～４/26(火) 
南 ４/23(土)～５/８(日) 
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