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横浜市立図書館は、2011 年に創立 90 周年を迎えます。

解答欄 

１ ○○○は、図書館等で資料を収集し、分類整理するほか、資料の貸出、読書の案内や相談などの専門的業務に従事していま

す。図書をお探しの際は、○○○がお手伝いをしますので、お気軽に声をおかけください。  

３ 初めて図書を借りるときには、○○○○手続きをしてください。図書館カードを発行します。  

６ 鹿児島県の島。縄文杉で有名です。 

８ 谷川俊太郎の詩集のタイトルです。『二十億光年の○○○』 

10 おせち料理には欠かせません。○○の子 

11 本の部位の名称 

 

@ 
 新春 図書館クロスワードパズル           ｐ．１

ボランティア募集／講座・講演会／テーマ展示    ｐ．２

子ども向けイベント／おはなし会                  ｐ．３ 

@Libミニブックリスト(31)「本の中のうさぎ」／お知らせ   ｐ．４

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

横浜市立図書館情報紙 : アットリブ  

２０１１年１月号 

１ 

１ 図書館資料を収蔵する場所。中

央図書館の○○○は、地下１階か

ら地下３階にあります。 

２ 読みたい図書が本棚にないとき

には、○○○サービスをご利用く

ださい。 

３ 横浜市立○○○○○は、2011 年

に創立 90 周年を迎えます。  

４ ○○の耳に念仏 

５ なぞなぞ。あてもの 

９ 書物を読むこと。４月 23 日は、

子ども○○○○の日です。 

10 図書を借りるときは、図書館カ

ードと図書を○○○○カウンター

へお持ちください。 

11 完全に仕上がっていない原稿の

こと。 

14 出版物の判型のひとつ。縦約 18

㎝、横約 11 ㎝。文庫本より縦長で

す。 

15 神様にお供えする酒。お○○ 

16 吉田松陰の松下村塾は、山口県

○○市にありました。 

17 縦に対して垂直の方向。タテ×

○○ 

18 絵を描く人。横浜市立図書館の

絵本は、○○の名前の五十音順に

並んでいます。  

タテのカギ 

ヨコのカギ 

12 古本を売買する商店  

13 昆布で○○をとる 

15 家庭科の時間に、○○○を使って、図書館バックを作りました。 

17 文字を横に並べて書くこと。 

日本語は縦書きでも○○○○でも書き表せます。 

19 銀行業を営む人 

20 ○○曲折

新春 図書館クロスワードパズル 

解答は ｐ.４

横浜市立図書館版 
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クロスワードパズルを解いてあなたも図書館通に！Ａ～Ｄをつなげたものが答えです。 



  
 

 

@ Lib 講座・講演会/テーマ展示 1 月  

※年末年始の休館日等については p.４をご覧ください。

※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 

■中央図書館 

中央図書館でボランティア活動を
しませんか 

〔内容〕４月から、中央図書館での読み

聞かせや図書修理のボランティア活

動に参加してくださる方を募集します。 

〔対象〕・18 歳以上（高校生不可） 

・事前の研修（全３回）に参加できる人 

〔日時〕①読み聞かせボランティア研修  

２/９、16、23（水） 

各日９：30～12：00 

②図書修理ボランティア研修  

２/22、３/８、15（火） 

各日10：00～12：00 

〔会場〕中央図書館 

〔申込〕往復はがきの往信面に①希望

のボランティア名 ②氏 名 ・ふりがな 

③郵便番号・住所、返信面に住所・

氏名を記入の上「中央図書館サービ

ス課地域連携・市民協働担当」 

（〒220-0032 西区老松町１）へ。 

１/４(火)～31(月)必着。 

〔募 集 人 数 〕各15人（申込多数の場合は抽選） 

講座・講演会 
■港南図書館  

歴史講座「港南の近世を語る」 
〔内容〕旧家に伝わる資料や地域の行事、

石仏などから港南の近世を語ります。 

〔日時〕２/26(土)14：00～16：00 

〔会場〕港南図書館 

〔申込・定員〕往 復 はがきの往 信 面 に 

①住所②氏名③電話番号、返信面に

住所・氏名を記入の上「港南図書館 

歴史講座担当」（〒234-0056 港南区

野庭町 125）へ。１/31(月)消印有効。 

定員 50 人（申込多数の場合は抽選） 

〔講師〕伊藤武氏（『先駆者と遺宝』著者） 

馬場久雄氏（港南歴史協議会会長） 

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〕1/20(木)９:30～17:00 
〔会場〕南図書館２階会議室 

■南図書館 

ヨコハマ・思い出の正月展 
〔内容〕正月を詠んだ短歌や俳句など

の文学作品や新聞記事から横浜の
正月を振り返ります。 

〔期間〕１/５(水)～10(月・祝) 
〔会場〕南図書館 

■港北図書館  
港 北 図 書 館  図 書 修 理 ボ ラ ン テ

ィア講座（全２回） 
〔日時〕１/27、２/３（木） 

各日 10：00～12：30 

〔対象〕２日とも参加でき、講座終了後

に港北図書館で本の修理ボランティ

アをできる人 

〔会場〕港北図書館２階会議室 

〔申込・定員〕１/14(金)９：30～港北図書

館カウンターまたは電話で。先着 16 人 

〔講師〕森理恵氏 

■保土ケ谷図書館  

パネル展示『日本絵入商人録』 
(銅版画)に描かれた外国人居留地 

〔内容〕1886（明治19）年に出版された
『日 本 絵 入 商 人 録 』は、居 留 地 の
商 館 や学 校 などの建 物 を描 いた銅
版 画 集 です。浮 世 絵 から写 真 に移
行 する狭 間 の時 代 を記 録 した精 緻
な画像をパネルで紹介します。 

〔期間〕１/４(火)～10(月・祝) 
＊１/５(水)を除く 

〔会場〕保土ケ谷図書館会議室 

■瀬谷図書館  

瀬谷区内市立中学校優秀書き初め展
〔内容〕区内の中学校で優秀作品とな

った書 き初 めと、書 に関 する本 を展
示します。 

〔期間〕１/29(土)～２/10(木) 
（最終日は 14：00 まで） 

〔会場〕瀬谷図書館玄関ホール 

テーマ展示 

■山内図書館  

郷土の紙芝居 
〔内 容 〕青 葉 区 に伝 わるむかし話 を紙

芝居で紹 介 。紙 芝居 の口演に加え

て、ベースになっているおはなしにつ

いて解説も入ります。演目：①つばめ

のお宿 ②さるさか・さるたさか 

〔日時〕１/29(土)14:00～15:00 

〔会場〕山内図書館集会室 

  当日、直接会場までお越しください。

〔出演〕あおば紙芝居一座 

「英米文学を愉しんでみよう！」 
～横浜市立大学・山内図書館連携講座～ 

（全４回） 

〔内容・日時〕横浜市立大学教授陣ほかに

よるわかりやすく楽しい英米文学講座！ 

各日土曜日、10:30～12:00 

第１回 

１/29 

「『ベーオウルフ』を読む」 
唐澤一友氏（駒澤大学准教授） 

第２回 

２/５ 

「『ジェイン･エア』を読む」 
白井義昭氏（横浜市立大学教授）

第３回

２/12 

「イギリス・ロマン派の名詩を 
再考する」 

安藤潔氏（関東学院大学教授）

第４回

２/19 

「アメリカ南部文学と『近代』」
中谷崇氏（横浜市立大学准教授）

〔会場〕山内図書館集会室 

〔対象〕高校生以上 

〔申込・定員〕１/11(火)～横浜市立大学

エクステンションセンターホームページ

で案内している申込方法か、山内図書

館カウンター（１/12(水)９：30～）で。 

横浜市立大学エクステンションセンター
ホームページ 

 http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/ 

〔定員〕各回先着 30 人 

〔受講料〕各回1000円、全４回3000円。

※高校生無料 

旭 
１/18(火) 10：00～11：30

開催時間内随時受付 

戸塚 

１/28(金)  

①10：30～11：00 

②11：15～11：45 

〔申込〕１/21(金)９:30～ 

戸塚図書館カウンター 

または電話で。各回先着

３人。初心者対象。 

検索機使い方相談

ボランティア募集 

「横濱七十六番 バビエル商会 内面之図」

■磯子図書館  

絵画展 坂田徳次 
「磯子の原風景」Part２ 

〔内容〕戦後の磯子の街の移り変わりを

描いた、坂田徳次氏（1920-2000）の

絵画作品の原画を展示・紹介します。

〔期間〕 

１/21(金)～ 

２/６(日) 

〔会場〕 

磯子図書館 

会議室 



３ 

中央 
●１/19(水)①10：30 ②11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着 15 組)

旭 
●１/26(水)10:30 

(０～３歳児と保護者 当日先着 15 組)

泉 
●２/10(木)①10:30 ②11:00 

(２･３歳児と保護者 各回先着 15 組) 

〔申込〕1/13(木)９:30～ 

磯子 
●１/20(木)11:00 

(２・３歳児と保護者 先着 15 組) 
〔申込〕1/13(木)９:30～ 

神奈川 
●１/25(火)11:00 

(０～２歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕1/７(金)９:30～  

金沢 
●２/２(水)10:30 

(１・２歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕1/26(水)９:30～ 

港南 

●ボ 1/６(木) 

①10:00 ②10:40 (０歳 児 ～と保 護 者 )
●ボ１/14、28(金) 

①10:00(０～２歳児と保護者) 

②10:40(２～４歳児と保護者) 

港北 
●1/20(木)11：00 

(１～３歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕1/12(水)９:30～ 

栄 
●1/25(火)11：00 

(２・３歳児と保護者 当日先着 12 組) 

瀬谷 
●協 1/13(木)①10：30 ②11：15 

 （０～３歳児と保護者 先着 12 組） 
 〔申込〕1/４(火)12：00～ 

都筑 
●２/10(木)①10:00 ②10:45 

 （２・３歳児と保護者 各回先着 10 組）

〔申込〕1/27(木)９：30～ 

鶴見 
●1/25(火)11：00 

(１歳６ヶ月～３歳未満と保護者  

当日先着 15 組) 

戸塚 
●1/７(金)11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着20 組) 

保土ケ谷 
●1/20(木)①10：20 ②10：50 

  ③11：20 （０～２歳児と保護者） 

緑 

●協 １/12(水)①10:00②11:00 

(２・３歳児と保護者 各回当日先着 15 組) 

●協 １/19(水)①10:00②11:00 
(０・１歳児と保護者 各回当日先着 15 組) 

南 
●ボ 1/18(火) 

①10:30(０～２歳児と保護者) 

②11:30(２～４歳児と保護者) 

山内 
●協 １/14、28(金) 

①11:00 ②11:30(１歳 児 ～と保 護 者 ) 

中央 

●１/５、12、19、26(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１/８、22(土) 

①14:00(ひとりでおはなしを聞ける子)

②14:30(小学生～) 

旭 
●協 １/12(水)16:00 

(３歳～ 当日先着 30 人) 

泉 

●１/19(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 
●1/12、26(水)15：30 
 （３歳～小学１年生） 

●1/26(水)16：00（小学生） 

金沢 
●１/19(水)15：30 

 （ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 
●ボ１/23(日) 

  ①14:30(４歳 ～) ②15:00(小 学生～)

港北 
●１/14、28(金)15：30 

 （４歳～小学２年生） 

栄 
●１/12(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

●ボ 1/22(土)14:00(４歳～大人) 

瀬谷 ●1/26(水)15：30 (３歳～) 

都筑 
●1/19(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

鶴見 
●1/12(水)15:00 

(ひとりでおはなしを聞ける３歳～)

戸塚 

●ボ１/８(土)14：00 

  (４歳 ～小 学 校 低 学 年  当 日 先 着 20 人 )

●１/19(水)15：00 
 (４歳 ～小 学 校 低 学 年  当 日 先 着 20 人 )

中 
●ボ１/５（水）15:30(３歳～小学生) 

●１/19(水)15:30(３歳～小学生) 

保土ケ谷 
●1/５、19(水)15:00 

(幼児～小学校低学年) 

緑 
●協 １/26(水)15:30 

(３歳～ 当日先着 20 人) 

南 

●ボ１/８(土)11：00 

(おはなしを聞ける５歳～) 
●ボ１/12(水)15:30 

(おはなしを聞ける３歳～) 

山内 
●協 １/12、26(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 １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 

 

子ども向けイベント 

■中央図書館 

図書館でプラネタリウム 
〔内容〕冬の星空をご案内します。親

子で星を見ませんか。夜空をスクリ
ーンに投影し、解説します。 

〔日時〕２/11(金･祝)14:00～15:30 
〔会場〕中央図書館地下１階ホール 
〔対象〕小学生とその保護者 
〔申込・定員〕１/19(水)９：30～ 

中央図書館１階「⑤ヘルプデスク」か
電話（262-0050）で。先着 50 組 

〔講師〕山田幸一氏（県立青少年センター） 

定例親子おはなし会

定例おはなし会

■保土ケ谷図書館 

保土ケ谷図書館で冬を楽しむ
プレイパーク 

〔日時〕１/29(土）10：00～12：00 
〔内容〕川辺公園に出かけてネイチ

ャーゲームを楽 しみ、図 書 館 の
本でそのヒミツを探ります。 

〔対象〕小学４～６年生 
〔集合場所〕保土ケ谷図書館会議室 
〔申込・定員〕１/18(火）９：30～ 

保 土 ケ谷 図 書 館 カウンターまた
は電話で。先着 20 人 

■中図書館 

この本よんで！～絵本大好き！
お気に入りを見つけよう～ 

〔内容〕図書館のおはなし会でも活躍
中のボランティアメンバーが、絵本コ
ーナーで読み聞かせをしたり、絵本
選びのお手伝いをいたします。幼児
向けのやさしい絵本を読みます。親
子で一緒にどうぞ。 

〔日時〕１/22(土)・25(火)10：30～11：00
〔対象〕未就学児と保護者 
〔会場〕中図書館絵本コーナー 

 
 
 
 

森の中のプレイパーク事業 

木との触れ合いや、遊びを通じて森林環

境を考える心を育て、子どもの自主性や

冒険心を育てることを目的としています。 

参加者には特製クリア 
ファイルプレゼント！ 

■金沢図書館 

遊びを通じて 
身近な自然を楽しもう！ 

〔内容〕金沢図書館から近くの緑を 

探しに出かけ、草木や生きものの 

名前やはたらき、まわりの自然に 

ついて調べよう！ 

＊雨天時は室内での体験になります。
〔日時〕１/23(日)13：00～15：00 
〔会場〕金沢地区センター大会議室 
〔対象〕小学３～６年生（保護者同

伴可） 
〔申込・定員〕１/13(木)９：30～ 

金 沢 図 書 館 カウンターまたは電
話で。先着 25 人 

〔講師〕(社)日本ネイチャーゲーム協会 
峯岸由美子氏ほか  

〔共催〕環境創造局みどりアップ推進課 

 

■金沢図書館 

金沢図書館３０周年記念講演 
「金沢動物園 とっておき話」 
〔内容〕動物園飼育係による角や牙を使

った、動物の不思議についてのお話で
す。参加者にはプレゼントがあります！ 

〔日時〕１/30(日)14：00～15：30 
〔対象〕小中学生 
〔会場〕金沢地区センター大会議室 
〔申込〕１/13(木)９:30～金沢図書館カ 

ウンターまたは電話で。先着 30 人 
〔講師〕尾崎礼子氏（金沢動物園飼育係）

図書館でプレイパーク！



としょかん

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 

 
 
 
 

 
 
 

  
2011 年の干支でもあるうさぎは、「ウサギとカメ」「不思議

の国のアリス」など、おはなしの中で登場することが多く、身
近な動物です。 

『うさこちゃんのゆめ』 ディック･ブルーナ／さく   
福音館書店 2010 年 

 みなさんはどんな初夢をご覧になりましたか？ 

この絵本は、うさこちゃんのみたゆめが描かれて 

います。文字のない絵本です。「うさこちゃん」は 

2010 年に生誕 55 周年を迎えました。 

 

『日本の絵巻 ６ 鳥獣人物戯画』 小松茂美／編  
中央公論社 1987 年 

うさぎがすすきを持って猿を追いかけている場面などが描かれて

いる「鳥獣人物戯画」。擬人化されたうさぎ・猿・蛙などが描かれてい

るのは全４巻のうちの甲巻ですが、この絵巻に描かれた動物達のユ

ーモラスな動きをお楽しみください。 

 

『貝の火』 宮沢賢治／著 ユノセイイチ／画  
童心社 1991 年 

うさぎの子のホモイはある日、川で溺れかけ 
ているひばりの子を助け、そのお礼として「貝 
の火」という宝珠を渡されます。この「貝の火」 
はもろく、「一生満足に持っていることができ 
たものは今までに鳥に二人、魚に一人あった 
だけ」という宝でした。童話とともに、ユノセイイ 

チ氏の挿絵もお楽しみください。 
 

『ウォーターシップ・ダウンのウサギたち 上・下』  
リチャード・アダムス／著 神宮輝夫／訳  

評論社 2006 年 

うさぎの視点から描かれた、冒険物語です。 

村の危機を予知したうさぎの子・ファイバーの 

言葉を信じ、11 匹のうさぎ達は、新天地を求め 

て放浪の旅に出ます。個性あふれるうさぎ達が 

お互いに助け合い、苦境に立ち向かっていきます。 
                                                       

平成２２年１２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 

＠Ｌｉｂミニブックリスト（31） 

「本の中のうさぎ」 

お知らせ 

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＊１２月は２０日、１月は１１日） 

／１２月２９日～１月３日／図書特別整理日  

■市立図書館  

年末年始の休館日・開館時間 

１２月２８日（火） ９：３０～１７：００ 

１２月２９日～１月３日 
休館  

※返却ポストはご利用 

いただけません。 

１月４日（火） １２：００～１７：００ 

■山内図書館  

外壁改修工事（１１月下旬～３月下旬<予定>） 

工事期間中、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。市民の皆さま

にはご不便をお掛けします。詳細は、館内掲示等で

お知らせします。 

４ 

ボランティア交流会 
■旭図書館 

旭区学校図書ボランティア交流会 

〔日時〕２/16（水）10:00～12:00 

〔対象〕旭区内の学校で活動中の図書ボランティア 

〔申込〕１/19（水）９:30～旭図書館カウンターまたは

電話で。２/２（水）19:00 締切。先着 20 人（各団

体２人まで） 

■神奈川図書館 

ボランティア交流会 

〔日時〕２/10（木）10：00～12：00 

〔対象〕神奈川区内の施設で読み聞かせボランティ

アをしている人 

〔申込〕１/27（木）９：30～神奈川図書館カウンター

または電話で。先着 20 人(各団体２人まで） 

■港南図書館 

港南区おはなしボランティア交流会 

〔日時〕１/11（火）９：30～12：00 

〔対象〕港南区内で読み聞かせ等のおはなしボラン

ティア活動を行っている個人または団体 

〔申込〕12/15（水）９：30～港南図書館カウンターま

たは図書館にある申込書をＦＡＸで。先着 45 人 

 

解答 

ｐ.１  新春 図書館クロスワードパズル

2011 年も横浜市立図書館を

どうぞご利用ください。 
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