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平和都市宣言

われわれは、

日本国憲法を貫く平和精神に基いて、

核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、

全世界の人々と相協力してその実現を期する。

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、

ここに永久に平和都市であることを宣言する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 昭和33年８月10日

                              　　　　　　　　　　　　　　 鎌倉市

鎌倉市民憲章

制定　昭和48年11月３日

　前文

　鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、

わたくしたち市民のふるさとです。

　すでに平和都市であることを宣言したわたくしたちは、平和を信条とし、世

界の国々との友好に努めるとともに、わたくしたちの鎌倉がその風格を保ち、

さらに高度の文化都市として発展することを願い、ここに市民憲章を定めます。

　本文

１　わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市政に参加し、

住民自治を確立します。

１　わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・

文化・福祉の充実に努めます。

１　わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、

責任をもってこれを後世に伝えます。

１　わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまち

づくりに努めます。

１　わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に

良識と善意をもって接します。



はじめに

鎌倉市図書館では、年度ごとに図書館で実施した事業を、この「鎌倉市の図書館」にま

とめています。平成28年度の「鎌倉市の図書館」ができましたので、ご覧ください。

今、子どもたちが生活している場には、テレビやインターネットなどの様々な情報が

あふれています。年齢が上がるにつれて子どもたちの読書離れは、強まる傾向にありま

す。毎年行われている調査によると、読書時間が「０分」の大学生が５割になったとい

う報道（平成29年２月）がありました。こうした中、鎌倉市では、平成29年度、第

３次子ども読書活動推進計画の策定作業に入りました。様々な活動を通して、子どもた

ちが求める時に本や情報に触れることのできる環境づくりに取り組んでいきたいと考

えています。

さて、鎌倉市図書館協議会では、鎌倉市図書館の運営について、図書館業務の効率化

とサービス向上の観点から協議し、平成28年11月９日に答申を出しました。図書館

として平成29年度は、この答申を受け、平成29年６月１日から８月31日にかけて、

玉縄図書館では、非常勤嘱託員を中心とした体制について、大船図書館では、開館時間

の延長の試行を行っていました。背景としては、少子高齢化から、自治体が使える予算、

人材も限られてきており、いかに効率的に予算を使い、効果的にサービスを提供してい

くか自治体の知恵が試されおり、図書館も例外ではないという点にあります。その効果的な

サービスの１つとして今年の３月１日から横浜市との図書館相互利用を開始しました。鎌

倉市民が、横浜にある18の図書館の本をその場で借りることができるようになりました。

横浜市の蔵書数は約400万冊ですので、鎌倉市民が様々な資料に接する機会が増えたことに

なります。鎌倉市は、これまで藤沢市、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市と相互利用を

行ってきました。横浜市との相互利用が開始されたことにより、鎌倉市の周辺自治体とは

すべて相互利用が可能になりました。みなさまの身近にある図書館をご活用いただければと

思います。

この「鎌倉市の図書館」が、図書館活動を評価し、図書館をより使いこなしていただ

くための資料として多くの方にご活用いただければ幸いです。また、ご意見・ご要望も

お待ちしています。そして、この「鎌倉市の図書館」が、図書館に足を運んでいただく

一助となることを願っています。今後も市民の皆様に利用しやすい図書館を目指して

いきたいと考えています。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

2017年12月10日
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明治44（1911）年７月 ・ 東郷慎十郎氏等の寄付を基に、町立図書館として、鎌倉小学校（現
在の第一小学校）内に設立

大正12（1923）年９月 ・ 関東大震災で倒壊のため閉館、のちに第一小学校の教室で再開

昭和11（1936）年５月 ・ 間島弟彦夫人愛子氏からの建設費寄付により、大町蔵屋敷の御用邸
跡（現在の御成小学校）に新館設立（10月開館）

　　19（1944）年３月 ・ 軍に接収され閉館

　　21（1946）年６月 ・ 図書館再開

　　25（1950）年７月 ・ 図書館法施行にあたり、「鎌倉図書館」を「鎌倉市図書館」に改称

　　37（1962）年６月 ・ 団体貸出開始

　　45（1970）年６月 ・ 腰越貸出所開設

　　46（1971）年10月 ・ 資料の複写サービス開始

　　　　　　　　12月 ・ 大船子ども文庫開始

　　48（1973）年４月 ・ 深沢子ども文庫開始

　　49（1974）年10月 ・ 中央図書館開館（10月１日）

・ 中央図書館に視聴覚ライブラリー開設、16ミリ映写機類の貸出開始

　　　　　　　　12月 ・ 大船貸出所開設

　　50（1975）年11月 ・ 中央図書館で「おはなし会」開始、52年から全館で定期的に実施

　　52（1977）年10月 ・ 視覚障がい者への録音図書郵送貸出サービス開始

　　55（1980）年５月 ・ 深沢図書館開館（深沢行政センター内）、深沢子ども文庫廃止

　　57（1982）年10月 ・ 大船図書館開館（大船行政センター内）、大船貸出所、大船子ども
文庫廃止

　　61（1986）年８月 ・ 中央図書館でＣＤ貸出開始

　　62（1987）年４月 ・ 玉縄図書館開館（玉縄行政センター内）

平成２（1990）年４月 ・ 中央図書館でビデオ貸出開始

・ 中央図書館に外国語図書コーナー開設

　　３（1991）年４月 ・ 祝日開館試行

　　　　　　　　６月 ・ 神奈川県図書館情報ネットワーク（ＫＬ－ＮＥＴ）加入

　　４（1992）年４月 ・ 祝日開館本実施

　　７（1995）年７月 ・ 市内全館コンピューターオンラインシステム導入

　　８（1996）年10月 ・ 夜間開館試行（平日の木・金曜日、17：00～19：00）

　　９（1997）年８月 ・ 大船図書館にＡＶ（視聴覚）資料配置

　　　　　　　　11月 ・ 第１回「リサイクル図書展」開催（平成11年度から「図書リサイク
ル」に名称変更、平成18年度まで毎年１回開催）

　　10（1998）年２月 ・ 投書箱「利用者の声」設置

　　　　　　　　10月 ・ 藤沢市図書館との広域利用実施

・ 市のホームページに図書館のページを開設

　　11（1999）年３月 ・ 腰越図書館開館（腰越行政センター内）、ＡＶ資料配置

・ 夜間開館開始（平日の木・金曜日、17：00～19：00）

　　　　　　　　４月 ・ 「おひざにだっこのおはなしかい」各館で開催、以後定期的に実施

　　　　　　　　７月 ・ 図書館所蔵資料のインターネット検索サービス開始

１．図書館のあゆみ
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　　12（2000）年３月 ・ 「鎌倉市図書館サービス計画」策定

　　　　　　　　８月 ・ 玉縄図書館にＡＶ資料配置

　　13（2001）年４月 ・ 定期休館日を月１回（毎月最終月曜のみ）とする：開館日の拡大

　　　　　　　　７月 ・ 「としょかんいんになってみよう！（一日図書館員）」初開催

　　　　　　　　８月 ・ 国立国会図書館総合目録ネットワークへの参加承認される

・ 深沢図書館にＡＶ資料配置

　　　　　　　　９月 ・ 「鎌倉市図書館資料管理方針」が図書館協議会の討議を経て策定

　　　　　　　　11月 ・ 第一期「おはなしボランティア養成講座」開催

　　　　　　　　12月 ・ 市内各図書館にＣＤ－ＲＯＭ検索用パソコン導入

　　14（2002）年５月 ・ ＪＲ鎌倉駅構内に返却ポストを設置

　　　　　　　　10月 ・ 中央図書館に検索用インターネットコーナーを設置

　　15（2003）年４月 ・ 各地域館に外国図書配置

　　　　　　　　７月 ・ 「図書館子ども会議」（子ども利用者懇談会）開催

　　　　　　　　10月 ・ 鎌倉女子大学との協力開始

　　16（2004）年３月 ・ コンピューターシステム更新､携帯電話からの蔵書検索サービス開
始､館内の検索用端末（ＯＰＡＣ）からの予約受付開始等

　　　　　　　　４月 ・ インターネットでの予約受付開始

・ マンガの貸出開始

　　　　　　　　10月 ・ ＤＶＤ貸出開始

・ 「鎌倉市図書館資料管理基準」が図書館協議会の討議へ経て策定

　　17（2005）年４月 ・ 子ども向け行事でのボランティアとの協働開始

　　　　　　　　７月 ・ ブックスタート開始

　　　　　　　　12月 ・ ｢図書宅配便｣｢障がいのある方への無料郵送サービス｣開始

　　18（2006）年10月 ・ 地域図書館に検索用インターネットコーナーを設置

（腰越図書館のみ11月設置）

　　19（2007）年１月 ・ 中央図書館に「からだといのちの図書コーナー」を設置

　　　　　　　　４月 ・ ＪＲ大船駅に返却ポスト設置

　　　　　　　　10月 ・ オンラインデータベースの導入

・ デイジーの郵送貸出開始

　　20（2008）年２月 ・ 中央図書館に「よむべえ」導入

・ 「鎌倉市子ども読書活動推進計画」策定

　　　　　　　　３月 ・ 中央図書館に多目的エレベーターの設置

　　　　　　　　４月 ・ 図書リサイクルコーナーを全館に設置

　　　　　　　　９月 ・ 図書館協議会市民委員の公募開始

　　　　　　　　10月 ・ 市民協働事業としてファンタスティック☆ライブラリー2008を開催

　　21（2009）年９月 ・ 図書の貸出点数を10冊に拡大

　　　　　　　　10月 ・ コンピューターシステム更新

　　　　　　　　11月 ・ 「あかちゃんと楽しむおはなしかい」初開催

　　22（2010）年７月 ・ 市内小・中学校教職員対象図書館実務研修開始

　　　　　　　　11月 ・ デイジー再生機器「プレクストーク」貸出サービス開始
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　　　　　　　　12月 ・ 高校生によるポップ大賞を選ぶイベントを開催

・ 電子図書館の実証実験実施（23年３月まで）

　　23（2011）年３月 ・ 東日本大震災：協働事業２件中止、夜間開館の一時中止

　　　　　　　　７月 ・ 鎌倉市図書館開館100周年記念式典開催

　　　　　　　　９月 ・ ツイッター開始

　　　　　　　　10月 ・ 図書館振興基金条例交付、基金の募金活動開始

　　24（2012）年３月 ・ 百年史資料、所蔵貴重資料整理事業

　　　　　　　　４月 ・ 寄贈された政党新聞の閲覧開始

　　　　　　　　10月 ・ ｢ぬいぐるみのおとまり会」初開催

　　　　　　　　12月 ・ 広告募集開始

　　25（2013）年１月 ・ 図書館福袋の貸し出し始まる

　　　　　　　　２月 ・ 「第２次鎌倉市子ども読書活動推進計画」策定

　　　　　　　　５月 ・ 暮らしのお役立ち講座＠としょかん初開催

　　　　　　　　６月 ・ 本の修理講座開始（中央図書館）

　　　　　　　　10月 ・ 大船図書館、耐震工事実施による部分開館（翌年２月まで）

　　26（2014）年３月 ・ 国際ソロプチミスト鎌倉から読書活動推進のための軽自動車の寄付
を受ける

　　　　　　　　４月 ・ 「第２次鎌倉市図書館サービス計画」策定

　　　　　　　　７月 ・ 国立国会図書館のデジタル化資料送信サービスを提供

　　　　　　　　12月 ・ 鎌倉国宝館連携講座開始

　　27（2015年）３月 ・ 図書館新システム稼動（ＷＥＢリクエスト、デジタル化資料の公開
等）

・ マンガの予約受付開始

・ 鎌倉市川喜多映画記念館連携講座初開催

・ 「サイエンスカフェ」初開催

・ 団体貸出を廃止

・ 国立国会図書館「レファレンス協同データベース」への多くのデー
タ登録に対し、国立国会図書館長より御礼状を授与される

　　　　　　　　12月 ・ 「手話つきおはなしかい」初開催

　　28（2016）年２月 ・ 今昔写真展「鎌倉を見つめた写真家たち－鈴木正一郎28年間の記録
を中心に－安田三郎・皆吉邦雄の３人展」（鎌倉生涯学習センター
地下市民ギャラリー）

　　　　　　　　３月 ・ 利用者懇談会「バックヤードツアー＆図書館で語ろう」

- 3 -



 平成28年度のあゆみ

  ４月　・こどもの読書週間展示（４月23日～５月12日）

　　　　・本の修理講座修了者による本の修理ボランティア開始

　　　  ・鎌倉駅地下道ギャラリー50展示「小中学生のポップ大賞と鎌倉アカデミア」

　　　　　（４月26日～５月２日）

  ５月　・国宝館スペシャル「禅の心とかたち‐総持寺の秘宝」（中央図書館）

　　　　・新たな地域の写真を当館デジタルアーカイブで公開開始

  ６月　・第８回「本の海サポーターズ交流会」（深沢学習センター）

   　　 ・第28回鎌倉学府「鎌倉幕府の外貿六浦湊とその周辺」（小林照夫氏発表・

 　中央図書館）

　　　　・特別整理休館　腰越・玉縄図書館（６月20日～26日）、

　　　　　深沢・大船図書館（６月27日～７月３日）、中央図書館（７月５日～13日）

　　　　・図書館独自ネットワーク開設工事

  ７月　・平成28年度第１回図書館協議会

　　 　 ・鎌倉駅地下道ギャラリー展示「昭和の夏　鎌倉カーニバル」

   　　 ・市内小中学校教職員対象の図書館実務研修（全３日間）

  　    ・「としょかんいんになってみよう（一日図書館員）」

    　　・「ぬいぐるみのおとまり会」（中央図書館）   　　

　８月　・夏休みこども映画会

  ９月　・暮らしのお役立ち講座「認知症サポートと消費者トラブルを防ぐ」

　　　　　（玉縄学習センター）

  10月　・ファンタスティック☆ライブラリー105 （10月７日～11月５日）

  11月　・平成28年度第２回図書館協議会

   　　 ・紙芝居大会（腰越図書館）

   　　 ・協力事業　「親子で楽しむ「松谷みよ子」の世界」(中央図書館)

  12月　・暮らしのお役立ち講座　「消費生活トラブル～行政書士が解説～」

　　　　　（深沢学習センター）

　　 　 ・中央、腰越、玉縄図書館に入館者カウンター設置　

  平成29年

  １月　・川喜多映画記念館とのコラボ企画

   　　 　「杉原千畝と小辻節三」展示（１月４日～29日・中央図書館）

　　　　　「杉原千畝　六千人の命のビザ」講演（１月28日・中央図書館）

  ２月　・「鎌倉・賢治の会」展示（２月８日～26日・中央図書館）

　　　  ・３市合同！ ＹＡ夏目漱石生誕150年（相模原市立橋本・立川市図書館との合同

          企画、２月腰越・玉縄図書館、３月深沢・大船図書館）

　　　　・川喜多映画記念館とのコラボ企画

 　　　　 川喜多アワー「日本人が見てきたヨーロッパ映画の系譜」(中央図書館)

　　　　・平成28年度第３回図書館協議会

  ３月　・横浜市立図書館との相互利用開始

 　　　 ・サイエンスカフェ「鎌倉高校に聞く！たたら製鉄のなぞを追う」(腰越図書館）

　　　　・平成28年度第４回図書館協議会

   　 　・国立国会図書館「レファレンス協同データベース」への多くのデータ登録に対

 　　　   し、国立国会図書館長より２年連続の御礼状を授与される
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（１）教育委員会機構図
図書館は、市長とは独立した執行機関である教育委員会教育部に属する機関です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年４月１日現在）
教育委員会

 鎌倉国宝館

 小学校・中学校

 学務課
教職員担当　給食担当
学務担当

腰越図書館
深沢図書館
大船図書館
玉縄図書館

 教育指導課　  指導担当

 教育センター
研究研修担当 教育情報担当
相談指導担当

文化財部  文化財課

２．機　　構

 教育総務課    総務担当　経理担当

 中央図書館
総務担当　
近代史資料担当
資料サービス担当

               生涯学習センター

教育長 教育部

 学校施設      施設担当
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（２）図書館の組織・主な事務内容

◆施設の管理
◆鎌倉市図書館協議会の事務
◆地域図書館との連絡調整
◆庶務全般の事務

◆資料の収集・整理・保管・貸出
◆レファレンスサービス
◆複写サービス
◆障がい者サービス
◆各種行事の開催
◆電算機の保守・管理
◆各種統計の作成

◆近代史資料の収集・整理・保存・
　提供と調査・研究
◆市史編さん・歴史的公文書の選別

◆資料の収集・整理・保管・貸出
◆レファレンスサービス
◆複写サービス
◆各種行事の開催
◆施設の管理

（３）図書館職員　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成29年４月１日現在）

１ 人

１ 人 ２ 人 ※総務課付

13 人

４ 人

３ 人 ６ 人

　　　４人（１） ６ 人

３ 人 ６ 人

３ 人 ５ 人 うち専門業務２人

計 42 人

中
　
央
　
図
　
書
　
館

資料サービス
担当

近代史資料
担当

腰越図書館

総務担当

近代史資料担当

腰 越 図 書 館

深 沢 図 書 館

大 船 図 書 館

資料サービス担当

玉 縄 図 書 館

＊　資料サービス担当中、（１）は育児休業中の職員がうち１人、〔再２〕は再任用職員が
　２人（職員１人分の勤務）。深沢の（１）は育児休業中の職員がうち１人。近代史資料
　担当は資料サービス担当のうちの１人と兼務。嘱託員備考に記載のない嘱託員は図書館
　業務嘱託員。図書館専門業務嘱託員は司書有資格者。職員総数のうち司書有資格者20人、
　図書館業務嘱託員総数のうち司書または司書補有資格者は31人。

１人(資料サービス担当と兼務)

　  　24 人
（２人）＋〔再２人〕

中央図書館長

総務担当

深沢図書館

大船図書館

玉縄図書館

嘱託員備考

※うち近代史１人、総務課付２人
　歴史的公文書１人

職　　　員 嘱　託　員

９人（１）＋〔再２〕

- 6 -



（４）図書館内各種委員会

鎌倉市図書館では、各種サービスや運営方法を各種委員会で検討・実施しています。

①  　館長会議

　図書館運営に関わる決定機関です。各種会議の報告や各館の情報交換も行っています。

市内５館の館長及び係長以上の職員で構成されています。

②  　児童奉仕委員会

　０歳からの子どもと、子どもを取り巻く大人へのサービス全般を担当しています。

・　おはなし会、おひざにだっこのおはなしかい、あかちゃんと楽しむおはなし会の定

例行事を開催しています。

・　小学生向けの「なつやすみにおすすめのほん」のリストを作成しています。

・　年齢別におすすめする本のリストを作成・発行・配布しています。

・　学校との連携を進めています。おはなし会、ブックトークなどの訪問サービスや教

職員・ＰＴＡが主催する講座、研修会に講師を派遣する等、講座・講演会を実施して

います。

・　市の関連課と連携してブックスタート事業を実施しています。

・　子どもへのサービスをより充実させるため、ボランティアを養成しています。

③  　資料管理委員会

　図書・雑誌・新聞・ＡＶ等の資料の管理を行う委員会です。

・　「鎌倉市図書館資料管理方針」（平成13年９月）および「鎌倉市図書館資料管理基

準」（平成16年10月・22年４月一部改定）に基づき、資料の収集・保存・除籍等の基

準の策定、見直し、管理を行います。

・　資料の選定会議を行います。

・　雑誌・新聞の新規購入・寄贈受入・中止について検討をします。

④  　運用委員会

　よりよい図書館サービスのため、サービス提供の方法等を検討する委員会です。

・　貸出・登録・予約等のサービスやカウンター業務がスムーズに行われるように運用

方法を検討します。

・　「図書館の自由」に関わる問題が起きたとき、対応を検討します。

・　個人情報保護の側面から図書館業務を検討します。

⑤  　ＰＲ委員会

　より図書館に親しんでもらうため、広報活動を行う委員会です。

・　館報「かまくら図書館だより」や「テーマ別本のリスト」を編集・発行しています。

・　図書館利用を促進するための配布物の作成、行事の企画・実施をしています。

・　ホームページ、ツイッターの企画・更新をしています。

⑥  　ＹＡ委員会

　ヤングアダルト（10代）層に図書館や本に親しんでもらうための企画を立案・実施す

る委員会です。コーナーの整備やイベント企画をしています。
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３．図書館協議会
　図書館協議会は、図書館の管理運営に関し図書館長の諮問に応ずるとともに、図書
館の行う図書館サービスについて館長に意見を述べる機関です。
　図書館法の定めにより設置され、社会教育関係者、教育関係者、学識経験者、家庭
教育の向上に資する活動を行う者、市民公募による者の５名で構成されています。

開会日時

第１回
７月28日(木)
10:00～12:00

第２回
11月９日(水)
18:00～20:00

第３回
平成29年
２月13日(月)
10:00～11:30

第４回
３月23日(木)
15:00～17:00

委員名簿（定数５名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （敬称略）

任 期

平成26年12月15日～
平成27年３月31日

平成27年５月12日～
平成28年12月14日

平成26年12月15日～
平成27年6月21日

平成28年10月19日～
平成28年12月14日

平成26年12月15日～
平成27年６月21日

平成27年６月22日～
平成28年12月14日

平成26年12月15日～
平成28年12月14日

平成26年12月15日～
平成28年７月27日

平成28年７月28日～
平成28年12月14日

平成28年12月16日

～

平成30年12月15日

大嶋　一成

越川　雅之

主 な 審 議 ・ 報 告 事 項　等

・ 鎌倉市図書館の運営について（審議）
・ 平成28年度図書館事業予算について（報告）

・ 鎌倉市図書館の運営にかかる答申について（審議）
・ 付帯意見について（審議）
・ 鎌倉市図書館の運営について（答申）に関する意見
　について（審議）

・ 平成29年度休館日程について（報告）
・ 横浜市との図書館相互利用協定の締結について（報告）
・ 嘱託員業務及び開館時間検討作業部会の進捗状況について
 （報告）

・ 横浜市図書館との広域相互利用開始後の状況について（報告）
・ 鎌倉市図書館の事業における平成28年度の重点事項とその
　成果及び平成29年度の重点項目について（審議）

氏　　名

田中　康正

鍛治　哲郎

杉本　晴子

蛭田　道春

鎌倉市立第一小学校校長

鎌倉市稲村ヶ崎小学校校長
鎌倉市玉縄中学校校長

学校教育関係者

学校教育関係者

杉山　惠子

小林　美香

和田　安弘

鍛治　哲郎

高村　清美

鎌倉市図書館おはなしボラン
ティア

市民

市民

職業又は役職

鎌倉女子大学教授

鎌倉女子大学教授

作家

社会教育委員会議長

学識経験者

学校教育関係者

梨本　加奈

杉山　惠子

中村　七海

鎌倉女子大学教授

鎌倉市立第二小学校

社会教育関係者

家庭教育の向上に資す
る活動を行う者

市民公募

鎌倉女子大学准教授

鎌倉市図書館おはなしボラン
ティア

市民

家庭教育の向上に資す
る活動を行う者

市民公募

市民公募

選 出 区 分

学識経験者

学識経験者

社会教育関係者

社会教育関係者
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４．鎌倉市図書館一覧

中 央 図 書 館 腰 越 図 書 館 深 沢 図 書 館

腰越864 常盤111-３

（腰越行政センター内） （深沢行政センター内）

☎  ☎ 0467-25-2611 ☎    33-0711 ☎ 　48-0022

ＦＡＸ FAX 0467-24-6544 FAX　設置なし FAX　43-5676

旧：1911(明治44)年
    ７月

新：1974(昭和49)年
    10月

対象地域人口

　　一般コーナー ５７５㎡ ２４０㎡ ３８０㎡

　　児童コーナー １４３㎡ １３０㎡ １２６㎡

　　ブラウジング
　　コーナー

５６㎡ ３５㎡ ４２㎡

　　ＡＶコーナー ５８㎡ ３０㎡ －

書　　庫 ３１４㎡ ９２㎡ １６８㎡

延床面積(その他含) ２，５７６㎡ ６８４㎡ ８２０㎡

 一　　　般 １０４席 １６席 １２席

 児　　　童 １８席 ７席 ６席

 そ　の　他 １１席 ２９席 ２４席

計 １３３席 ５２席 ４２席

※その他…ソファー、長イスなど

1980(昭和55)年
５月

４６，６６３人 ２４，２７８人 ３３，７００人

所　在　地 御成町20-35

開館年月
1999(平成11)年

３月

面

積

閲

覧

席

（平成29年4月1日現在）
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大 船 図 書 館 玉 縄 図 書 館 計

大船２-１-26 岡本２-16-３

（大船行政センター内） （玉縄行政センター内）

☎    45-7710 ☎ 　 44-2218

FAX　設置なし FAX　設置なし

１９０㎡ ２２４㎡ １，６０９㎡

１３５㎡ １２３㎡ ６５７㎡

４０㎡ ７２㎡ ２４５㎡

８㎡ － ９６㎡

－ － ５７４㎡

４６２㎡ ５１２㎡ ５，０５４㎡

６席 １７席 １５５席

１２席 １２席 ５５席

２０席 ２１席 １０５席

３８席 ５０席 ３１５席

２４，８６３人 １７２，３５２人

1982(昭和57)年
10月

1987(昭和62)年
４月

４２，８４８人
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      ５．平成28年度図書館費
（１）予算・決算（含む29年度予算）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円
平成28年度
（当初予算）

平成28年度
（決　算）

平成29年度
（当初予算）

60,785,600 60,452,065 59,850,016

6,482,003 7,434,868 5,534,781

1,806,238 1,966,259 1,740,380

136,359 130,055 135,222

49,747 49,737 50,966

298 297 298

10 10 10

3,362 2,204 3,500

37,572 36,537 36,401

消 耗 品 費 29,104 29,211 28,189

燃 料 費 903 896 816

印 刷 製 本 費 453 344 226

光 熱 水 費 5,711 4,634 5,711

維 持 修 繕 料 1,220 1,325 1,220

備 品 修 繕 料 108 108 108

車 輌 修 繕 料 73 19 131

3,366 3,465 3,648

電 信 料 1,676 1,789 1,948

運 搬 料 78 77 78

手 数 料 1,540 1,540 1,540

保 険 料 72 59 82

15,618 13,221 16,136

25,142 22,306 22,719

86 86 386

1,158 2,192 1,158

委 託 料

使 用 料 及 び
賃 借 料

一 般 会 計

教 育 費

社 会 教 育 費

需 用 費

図 書 館 費

内
 
 
 
 
 
 
訳

報 酬

賃 金

旅 費

報 償 費

負担金補助及び交付金

積 立 金
( 図 書 館 振 興 基 金 )

内
　
　
　
訳

役 務 費

内
　
訳

- 11 -



○ ： 

○ ： 

○ ： 

○ ： 

○ ： 

○ ： 

○ ： 

○ ： 

○

○

○ ： 

平成29年度

当初予算 決　算 当初予算

19,695,108 19,118,870 18,438,200

100,000 33,914 100,000

19,795,108 19,152,784 18,538,200

1,674,580 1,657,169 1,632,845

2,021,080 2,107,062 2,022,648

(350,000) (421,538) (350,000)

1,738,172 1,734,787 1,790,205

1,657,748 1,482,067 1,560,842

26,786,688 26,099,955 25,444,740

100,000 33,914 100,000

26,886,688 26,133,869 25,544,740

※  平成27年度から、新聞、雑誌、学校貸出等一部を除き、中央図書館での

集中執行としました。

計

腰越図書館

深沢図書館

大船図書館

玉縄図書館

全館計

図 書 資 料 費

(うち学校貸出)

図 書 資 料 費

図 書 資 料 費

図 書 資 料 費

Ａ Ｖ 資 料 費

図 書 資 料 費

計

 予算一覧表内訳のとおり

 この中に図書館資料（本・雑誌・新聞・ＡＶ資料）や、文具類

の購入費が含まれます

 写真資料の複写・バーコードラベルの印刷費など

 予算一覧表内訳のとおり

 図書館建物の維持管理のための経費。各種機器の保守点検など

主に図書館の全コンピューターシステム稼動の費用

図書館の予算のうち、資料購入費は次のとおりです。
図書資料には、図書のほか雑誌、新聞の購入費等を含みます。

日本図書館協会や神奈川県図書館協会の分担金など

： 

： 

鎌倉市図書館振興基金への積立金など（寄附金額）

Ａ Ｖ 資 料 費

予算の主な内訳

 鎌倉市全体の予算

 図書館協議会委員・各館の図書館業務嘱託員への報酬など

 図書館行政協力者への謝礼など

※  図書館費には、一般職員の給料、職員手当などは含まれていません

平成28年度

中央図書館

図 書 資 料 費

（２）資料購入費

一 般 会 計

役 務 費

手 数 料

使用料及び

賃 借 料

負担金補助

及び交付金

積 立 金

報 酬

報 償 費

需 用 費

消 耗 品 費

印刷製本費
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６．平成28年度の主な事業実施報告

新規事業

（１）　広域利用の検討

＊　サービス計画…方針Ⅰ図書館は生涯学習の拠点－１　図書館ネットワークの構築

●　具体的な事業

　従来の三浦ブロック、藤沢市との広域利用に加え、横浜市との相互利用を３月

　　　　　１日より開始しました。

　  これによって、隣接する全ての自治体との相互利用が実現し、市民がより多様

　　　　　な資料を利用できるようになりました。

（２）　地域状況に沿った利用しやすい開館日、開館時間の検討

＊　サービス計画…方針Ⅰ図書館は生涯学習の拠点－１　図書館ネットワークの構築

●　具体的な事業

・地域別時間帯別の入館者数の調査（入館者カウンター設置）と検討を行いまし

  た。

・図書館協議会答申、利用状況を考慮し、29年度以降の開館日の変更、開館時間

  試行のため協議を進めました。

（３）　鎌倉らしいコンテンツの制作と発信

＊　サービス計画…方針Ⅱ鎌倉ならではの図書館－２　図書館からの情報発信

●　具体的な事業

・鈴木正一郎写真資料等をデジタル化し、274（合計683）点を図書館ホーム

ページより公開しました。

（４）　情報通信技術の活用

　　　＊　サービス計画および子ども読書活動推進計画…

  方針Ⅰ図書館は生涯学習の拠点－１　図書館ネットワークの構築

●　具体的な事業

　　　 　・個人情報保護のため、図書館システムネットワークのセキュリティを強化しま

　　　　 　した。

・７月に図書館システムのネットワークを分離し、主体的なネットワーク管理を

　  開始しました。

・日常的に確認ができるようになり、障害対応やメンテナンスもスムーズに行え

 　　 るようになりました。
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（５）　子どもの読書環境の推進

　　　＊　サービス計画…方針Ⅰ図書館は生涯学習の拠点

　　　　－２　利用者に応じた読書の支援－（１）　子どもの読書環境の推進

 ・第３次子ども読書活動推進計画の策定準備を進めました。

 ・学校貸出の増加に伴い、学校搬送の業務委託を開始し、その対応に努めました。

 ・鎌倉市子ども読書活動推進連絡会では、市民委員を含めた計画策定のための連絡会議

 　　 を持ち平成29年度の策定に向け、計画を検討しました。

継続事業

（１）　図書館利用に障害のある方に対する支援の充実

　　　　－２　利用者に応じた読書の支援－（４）　図書館利用に障害のある方に対する支援

　　　●　具体的な事業

 ・ 中央図書館前公道より敷地内への段差を解消し、車椅子の通行が安全になりました。

 ・ 認知症理解啓発研修、手話研修等の職場研修を実施しました。

 ・ 対面朗読の試行を始めました。

　　　●　具体的な事業

　　　＊　サービス計画…方針Ⅰ図書館は生涯学習の拠点
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７．平成29年度の重点事業

（１）　だれにでもわかりやすい図書館ホームページにします

図書館システムのバージョンアップにより、利用者の利便性の向上に努めます。

絞り込み検索機能が向上します。

Ｗｅｂアクセシビリティに留意したホームページ構成となります。

※   鎌倉市図書館サービス計画（平成26年〜30年）の「Ⅰ図書館は生涯学習の拠点

　－１　図書館ネットワークの構築」に基づく事業です。

（２）　開館時間の試行をし、地域状況にあった利用しやすい図書館をめざします。

大船図書館・玉縄図書館の開館時間の変更を試行します。

特別整理休館を見直し、期間を短縮します。

※　鎌倉市図書館サービス計画（平成26年〜30年）の「Ⅰ図書館は生涯学習の拠点

－１　図書館ネットワークの構築」に基づく事業です。

（３）　団体と一緒に身近な図書館づくりのための発信をしていきます。

市民提案事業の一環として、新たな市民団体とも連携協力し、交流の場を提供する

とともに、生涯学習の成果を市民財産である図書館資料として保存活用を行います。

※　鎌倉市図書館サービス計画（平成26年〜30年）の「Ⅲ市民とともに創る図書館

－１　市民参画と協働」に基づく事業です。

（４）　鎌倉らしいコンテンツの制作と発信をしていきます。

近代史資料室で所蔵している貴重な写真資料の活用をすすめるため、著作権の許諾

がとれている鈴木正一郎氏撮影の写真を、デジタル化しホームページ上で公開します。

平成29年度に鎌倉駅地下道ギャラリーで展示する予定の作品もふくめ100点のデジタ

ル化を予定しています。

※　鎌倉市図書館サービス計画（26年〜30年）の「Ⅱ鎌倉ならではの図書館－２　

図書館からの情報発信」に基づく事業です。

（５）　子どもたちと図書館をむすぶ環境づくりをすすめます。

第３次子ども読書活動推進計画を策定します。

　市民委員を含めた委員による鎌倉市子ども読書活動推進計画策定連絡会議を開催し、

計画を策定します。

※  鎌倉市図書館サービス計画（平成26年〜30年）の「Ⅰ図書館は生涯学習の拠点

－２　利用者に応じた読書の支援－（１）子どもの読書環境の推進」に基づく事業

です。
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８．平成28年度資料状況と
資料提供サービス

（１）　資料状況

資料の収集・保存を分担して行っています。中央図書館では参考図書・郷土資料を重点

的に所蔵する他、レコードも保存しています。腰越図書館では雑誌を保存、深沢図書館で

は読書活動支援センターとして学校等への貸出用資料を収集・保管しています。

①　全資料数 平成29年３月31日現在

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 合　計

一般図書 180,168 49,940 51,839 41,862 47,194 371,003

児童図書 31,554 20,334 28,480 20,144 20,274 120,786

参考図書 20,321 988 4,000 652 1,154 27,115

郷土資料 25,984 1,593 3,283 422 1,492 32,774

和書他 3,923 0 0 0 0 3,923

261,950 72,855 87,602 63,080 70,114 555,601

4,255 36,256 1,591 2,136 1,545 45,783

14,960 1,498 1,257 1,868 1,361 20,944

281,165 110,609 90,450 67,084 73,020 622,328

※   図書資料分類内訳

一般図書、児童図書、参考図書、郷土資料、和書他のうち、日本十進分類が入っている資料

の内訳で、その他は絵本、マンガ、紙芝居、和漢籍などです。

計

対 象 別

図書小計

雑 誌

ＡＶ資料

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

総記 哲学 歴史・地理 社会科学 自然科学 工学 産業 芸術 言語 文学

18,227 21,648 64,003 69,008 32,854 30,864 14,122 42,447 7,682 200,792 53,954 555,601

その他 計
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※  ＡＶ資料の内訳

対 象 別 中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 合計

カセットテープ 1,050 63 0 57 0 1,170

ＣＤ 4,396 1,021 909 1,525 1,111 8,962

レコード 8,937 0 0 0 0 8,937

ビデオテープ 191 127 58 56 16 448

ＤＶＤ 383 287 290 230 234 1,424

マルチメディアデイジー 3 0 0 0 0 3

計 14,960 1,498 1,257 1,868 1,361 20,944

②　雑誌タイトル数 平成29年４月１日現在

対象別 中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

購 入 雑 誌 141 64 64 79 67 415

寄 贈 雑 誌 49 18 8 16 14 105

計 190 82 72 95 81 520

③　新聞タイトル数 平成29年４月１日現在

対象別 中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

購 入 新 聞 14 8 10 8 8 48

寄 贈 新 聞 10 1 2 1 2 16

計 24 9 12 9 10 64

④　平成28年度資料受入点数　　　　　　　　　　　　　　　　　

項　　目 購　　入 受　　贈 除　　籍

図　　書（冊） 11,261 9,820 19,246

雑　　誌（冊） 5,531 1,175 6,609

ＡＶ資料（点） 46 363 2,310

計 16,838 11,358 28,165

⑤　平成28年度資料増加数内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,835

97

-1,901

形態 平成27年度 中央 腰越 深沢 大船 玉縄 平成28年度 増加数

図　書 553,068 1,564 -31 364 2 634 555,601 2,533

雑　誌 45,587 -132 673 -240 -83 -22 45,783 196

ＡＶ資料 22,823 -1,403 -219 -102 -99 -56 20,944 -1,879

計 621,478 29 423 22 -180 556 622,328 850
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（２）　利用状況

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 合計

①　開館日数

339 342 341 341 342 1,705

338 340 340 340 340 1,698

-1 -2 -1 -1 -2 -7

②　登録者数

76,665 541 584 950 486 79,226

30,294 10,798 12,900 17,558 12,081 83,631

1,316 386 452 884 437 3,475

平成26年度のシステム更新時に、それまでの登録者をデータ上すべて中央図書館の登録者
として移行しました。そのため平成27年度の地域館（腰越、深沢、大船、玉縄図書館）登録
者数は、新規登録者のみを計上しましたが、その後、元の登録館にデータを戻しました。

③ 　個人貸出点数

404,964 214,252 266,843 313,378 212,162 1,411,599

一般図書 249,655 127,387 164,848 179,315 120,390 841,595

児童図書 97,818 65,804 80,090 93,490 67,346 404,548

参考郷土 180 17 9 3 19 228

雑　　誌 17,087 11,212 9,795 13,494 8,804 60,392

ＡＶ資料 15,730 5,478 6,596 8,978 6,207 42,989

計 380,470 209,898 261,338 295,280 202,766 1,349,752

-24,494 -4,354 -5,505 -18,098 -9,396 -61,847

うち、セルフ貸出機利用状況（貸出点数）

平成27年３月４日から、利用者が自分で貸出できるセルフ貸出機を各図書館に１台ずつ

導入しました。

977 898 723 519 384 3,501

12,399 8,861 12,319 10,985 10,437 55,001

13,533 8,968 15,199 13,636 12,291 63,627

平成27年３月４日～31日

平成27年度

平成28年度

新規登録者

平成27年度

平
成
28
年
度

比較増減

平成28年度末

平成27年度

平成28年度

比較増減

平成27年度末
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⑤ 一日平均の貸出点数（総貸出点数を開館日で除したもの）

平成27年度 1,195 626 783 919 620 4,143

平成28年度 1,126 617 769 868 596 3,976

比較増減 -69 -9 -14 -51 -24 -167

⑥　貸出利用人数

平成27年度 139,005 69,201 87,630 108,909 68,836 473,581

平成28年度 131,877 68,436 85,827 104,912 66,162 457,214

比較増減 -7,128 -765 -1,803 -3,997 -2,674 -16,367

⑦  　夜間開館利用状況
祝・休日を除く、木・金曜日の17:00～19:00に実施しています。

ア　日数

平成27年度 100 100 100 100 100 500

平成28年度 95 95 96 96 95 477

比較増減 -5 -5 -4 -4 -5 -23

イ　貸出利用人数

平成27年度 9,055 4,140 4,730 6,671 3,627 28,223

平成28年度 8,334 3,848 4,531 6,356 3,238 26,307

比較増減 -721 -292 -199 -315 -389 -1,916

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 合計

④　ＡＶ資料の貸出点数内訳

22,671 7,926 7,658 10,792 7,524 56,571

カセットテープ 815 179 42 314 23 1,373

Ｃ　　Ｄ 12,178 3,961 4,524 6,895 4,879 32,437

レコード 154 53 15 61 21 304

ビデオテープ 251 89 74 34 16 464

Ｄ Ｖ Ｄ 2,329 1,196 1,941 1,674 1,267 8,407

その他 3 0 0 0 1 4

計 15,730 5,478 6,596 8,978 6,207 42,989

-6,941 -2,448 -1,062 -1,814 -1,317 -13,582

平
成
28
年
度

比較増減

平成27年度
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中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 合計

　 ウ　貸出点数

平成27年度 24,320 12,299 14,040 17,911 9,661 78,231

平成28年度 24,713 12,992 14,396 18,023 9,585 79,709

比較増減 393 693 356 112 -76 1,478

⑧  　鎌倉駅・大船駅返却ポスト利用状況

　　鎌倉市図書館の図書、雑誌、紙芝居などの返却にご利用いただけます。

　　ＪＲ鎌倉駅構内、ＪＲ大船駅東口、同西口にブックポストを設置しています。

⑨  　図書宅配便利用状況

　　　市内図書館所蔵の図書、雑誌、ＡＶ資料などを有料で利用者の自宅へ配送して

　　　　います。

　　　返却にもご利用いただけます（料金は、平成29年８月から実費負担となります）。

件　数 点　数 件　数 点　数

平成27年度 15 45 1 1

平成28年度 24 76 1 1

比較増減 9 31 0 0

貸　　出 返　　却

回収点数
１日
平均

回収点数
１日
平均

回収点数
１日
平均

回収点数
１日
平均

平成27年度 59,254 162 45,536 124 18,587 51 123,377 338

平成28年度 56,492 155 44,166 121 17,771 49 118,429 323

比較増減 -2,762 -7 -1,370 -3 -816 -2 -4,948 -15

※　1日平均＝回収点数を365（27年度はうるう年のため366）日で除したもの

ＪＲ鎌倉駅 ＪＲ大船駅東口 ＪＲ大船駅西口 合　　計
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⑩  　複写サービス

　　著作権法第31条に則って、鎌倉市図書館の所蔵資料を複写することができます。

　カラーコピー機は中央図書館にのみ設置しています。（白黒コピーはB5～A3版が１枚10円。

　カラーコピーはB5～B4版が１枚50円、A3版が１枚80円）

⑪　県内公共図書館からの借用点数

　　神奈川県内の公共図書館は、ネットワークシステム「KL-NET」によって、図書や雑誌の

　相互貸借を行っています。鎌倉市図書館で所蔵していない図書や雑誌でも県内の図書館で

　所蔵されていれば借用することができます。

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

平成27年度 4,381 1,952 2,229 2,794 1,576 12,932

平成28年度 4,316 1,955 2,247 2,849 1,743 13,110

比 較 増 減 -65 3 18 55 167 178

⑫　県内公共図書館への貸出点数

　　県内の公共図書館の求めに応じて、鎌倉市図書館から提供した資料点数です。

平成27年度 2,462

平成28年度 4,693

比 較 増 減 2,231

⑬　鎌倉女子大学図書館との相互協力

　　　中央図書館を窓口として、鎌倉女子大との相互貸借を行っています。

　　平成17年２月から、紹介状の発行により、鎌倉女子大学図書館で所蔵する貸出禁止の

　　資料も利用開始しました。

鎌倉女子大学図書館への貸出点数　　　　鎌倉女子大学図書館からの借用点数

平成27年度 25 平成27年度 38

平成28年度 20 平成28年度 42

比 較 増 減 -5 比 較 増 減 4

腰　越 深　沢 大　船 玉　縄

白黒 カラー 枚数計 図書館 図書館 図書館 図書館

平成27年度 49,325 1,616 50,941 5,109 7,261 6,932 4,318 125,502

平成28年度 48,331 1,162 49,493 4,930 8,146 7,502 3,928 123,492

比較増減 -994 -454 -1,448 -179 885 570 -390 -2,010

枚数計
中央図書館
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⑭　国立国会図書館等への協力依頼

　　中央図書館を窓口に国立国会図書館、神奈川県外の公共図書館等で所蔵している資料を借り

　受けて提供しています。

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

貸　出 10 10

借　受 95 0 4 2 4 105

複　写 10 0 3 0 0 13

レファレンス 1 0 0 0 0 1

紹介状発行 1 1 0 0 0 2

貸　出 14 14

借　受 90 4 0 3 0 97

複　写 15 0 0 2 0 17

レファレンス 6 0 0 0 0 6

紹介状発行 0 0 0 0 0 0

　注：貸出・借受は冊数

⑮　参考質問（レファレンス）件数

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

平成27年度 30,464 17,692 18,593 24,278 14,087 105,114

平成28年度 32,165 19,703 17,133 21,012 14,502 104,515

比較増減 1,701 2,011 -1,460 -3,266 415 -599

⑯　予約受付件数（図書・雑誌／ＡＶ資料）

　　インターネットからも予約できます。Ｅメールアドレスを登録していただくと、用意できた

　資料の連絡をＥメールでお知らせします。

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

295,957 18,041 22,840 24,883 17,631 379,352

業務 22,330 12,981 12,045 14,154 10,437 71,947

館内ＯＰＡＣ 13,155 5,867 8,986 8,648 6,546 43,202

ＷＥＢ 252,210 - - - - 252,210

携帯 964 - - - - 964

288,659 18,848 21,031 22,802 16,983 368,323

-7,298 807 -1,809 -2,081 -648 -11,029

※  　パソコン、スマートフォン等の携帯端末からの予約受付件数数は、すべて中央図書館

に計上されています。

平
成
27
年
度

平
成
28
年
度

平成28年度計

比較増減

平成27年度
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平成27年３月４日より、ＷＥＢ、館内ＯＰＡＣから、所蔵のない資料でも、

リクエストフォーマットから入力できるようになりました。

　　　ＷＥＢ、ＯＰＡＣリクエスト 16,624

　⑰　特別貸出

　　ア　参考・郷土資料の特別貸出

　　　　館内で調べものにご利用いただくため、貸し出しをしていない参考・郷土資料の

　　　うち、同じ館に２冊以上あるものは、調査研究のために特に必要とする場合に限り、

　　　１週間の特別貸出が可能な場合があります。

　　　　また、地域図書館で参考・郷土資料のカラーコピーを希望する場合、２時間を限

　　　度に特別貸出をしています。

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

件　数 11 0 0 1 1 13

冊　数 138 0 0 1 1 140

　　イ　おはなし会用品の特別貸出

　　　子どもをとりまく大人へのサービスの一環として、学校や地域でよみきかせなどに

　　に使用する紙芝居舞台などの物品や大型絵本などのソフトの特別貸出を行っています。

112

4

25

0

141

15

物 4

15

品 20

3

4

61

202

131

ソ
フ
ト

おはなし会用品の貸出

大型絵本

大型紙芝居

フランネル

その他

計

総合計

総利用者人数

計

ブラックライト

紙芝居舞台

大型紙芝居舞台

フランネル台

フランネルパネル

その他
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（３）　館内サービスにおけるインターネット等の活用

　①　インターネットコーナー

　　　平成14年10月中央図書館に、平成18年10月各地域館に情報検索用インターネット

　　コーナーを開設しました。利用は１時間単位で、無料でどなたでもご利用いただけま

　　す。台数は中央図書館が７台（一般用５台・中学生以下用２台）、地域館は各館２台

　　（一般用１台・中学生以下用１台）です。

インターネット利用状況

一般 中学生以下 計 総時間 平均時間

中央図書館 7,940 2,198 10,138 650,803 64

腰越図書館 1,078 247 1,325 57,969 44

深沢図書館 1,521 626 2,147 116,895 54

大船図書館 1,894 87 1,981 105,349 53

玉縄図書館 1,256 149 1,405 125,717 89

計 13,689 3,307 16,996 1,056,733 62

　②　オンラインデータベース、ＣＤ－ＲＯＭなど

【平成28年度に利用可能なデータベース】

●　官報情報サービス

●　ヨミダス歴史館（読売新聞データベース）

●　Ｄ１－ＬＡＷ（法情報データベース）

【主な所蔵ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ】

『吾妻鏡・玉葉データベース』『新編国歌大観』『群書類従』

『鎌倉の忠魂碑』『神奈川新聞縮刷版』

総時間 平均時間

131 7,510 57

1 50 50

　③　国立国会図書館のデジタル資料送信サービス

　　　平成26年７月から国立国会図書館がデジタル化した資料を、承認を受けた図書館に

　　配信するサービスを中央図書館で提供しています。

オンライン・データベース

ＣＤ－ＲＯＭ

利用時間（分）

利用人数（人） 利用時間（分）

利用人数
（人）

人数 利用時間（分) 平均時間（分） 複写枚数

65 3,840 59 2,792
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（４）　障がい者サービス

①　録音図書等郵送貸出

　中央図書館では、視覚に障がいのある方々に対して、カセットテープによる録音図書、

点字図書を無料で郵送貸し出ししています。また、平成19年10月１日からデイジー

（ＣＤ－ＲＯＭを媒体とした録音図書）の貸し出しを開始しました。

デイジー・録音図書の作製には、ボランティアグループの協力を得ています。

また、手話付おはなし会を３回開催しました。

所蔵数

録音テープ デイジー 点字

平成27年度
583タイトル

4,049巻
191タイトル

247タイトル
958冊

平成28年度
583タイトル

4,049巻
196タイトル

247タイトル
958冊

比較増減 0 5タイトル 0

貸出数

録音テープ デイジー 点字

平成27年度 710巻 27タイトル 0冊

平成28年度 528巻 93タイトル 0冊

比較増減 -182巻 66タイトル 0冊

※一般書・児童書の中にある点字付き図書はカウントしていない。

②　図書等郵送貸出

障がいのある方に図書などを無料で郵送するサービスを平成17年12月に開始しました。

利用できるのは市内在住で以下の条件に該当する方です。

●　心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱または直腸機能障害、小腸機能

障害のいずれかの障害により、身体障害者手帳が１級または３級の方

●　両下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害のいずれかの障害により、身体障害者

手帳が１級または２級の方

●　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により、身体障害者手帳が１級から３級ま

での方

利用状況

登録数 利用回数 利用点数

平成27年度 56 73 184

平成28年度 60 60 113

比較増減 4 -13 -71
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③　館内でのサービス

　　館内では「よむべえ」「拡大読書器」等を設置しています。

よむべえ

※　よむべえ＝読みたい書類や書籍を機器でスキャンすることで、音声に変換したり拡大

したりして読むことができる、視覚障がいをお持ちの方々のためにつくられたサポート

機器です。

（５）　視聴覚ライブラリー

中央図書館内にあり、自主映画会などにお使いいただけるフィルムや機材をそろえてい

ます。16ミリ映写機およびフィルムをお借りになるときは、「16ミリ映写機操作技術認定

証」が必要です。

保有数 貸出数 保有数 貸出数 保有数 貸出数 保有数 貸出数

平成27年度 8 40 2 3 2 5 33 206

平成28年度 8 38 2 2 2 1 33 210

比較増減 0 -2 0 -1 0 -4 0 4

保有数 貸出数 保有数 貸出数

平成27年度 341 127 156 0

平成28年度 341 61 156 0

比較増減 0 -66 0 0

利用平均時間
（分）

36

※  16ミリフィルムの貸出数には、
　 県立図書館所蔵分の貸し出しを
　 含みます。

種 類
16ミリフィルム スライドフィルム

利用件数

6

利用総時間（分）

220

種類
16ミリ映写機 スライド映写機 ＯＨＰ

スクリーン･コード
暗幕　ほか
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（６）　広域相互利用

　鎌倉市の図書館は、既に実施済みの藤沢市、三浦ブロック（鎌倉市・逗子市・横須賀市・

三浦市・葉山町）に加え、平成29年３月に横浜市と相互利用を開始し、隣接する全ての自治

体との相互利用が実現しました。

①　藤沢市との相互利用

ア　鎌倉市図書館利用状況（藤沢市民利用状況）

年　度 中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

平成27年度末 2,335 31 18 16 27 2,427

平成28年度末 466 1,100 323 258 511 2,658

-1,869 1,069 305 242 484 231

平成27年度 2,437 15,544 4,788 4,089 10,082 36,940

平成28年度 1,962 15,715 6,121 3,682 10,346 37,826

-475 171 1,333 -407 264 886

※  システム更新時のデータ移行で、過去の登録者が中央図書館登録で移行されたため、

27年度の登録者数は中央図書館が多くなっていますが、28年度は修正しました。

イ　藤沢市図書館利用状況（鎌倉市民利用状況）

年　度
総　　　合
市民図書館

南
市民図書館

辻　　　堂
市民図書館

大　　　庭
市民図書館

計

平成27年度末 567 2,104 126 109 2,906

平成28年度末 534 2,000 121 111 2,766

-33 -104 -5 2 -140

平成27年度 17,730 37,441 2,586 4,434 62,191

平成28年度 15,849 35,074 2,725 3,177 56,825

-1,881 -2,367 139 -1,257 -5,366

※　藤沢市図書館では毎年、一定期間以上利用のない登録者の除籍を行っていますので、登録

者の比較がマイナスになっています。

登
録
者

比較増減

比較増減

貸出
点数

貸出
点数

登
録
者

比較増減

比較増減
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②　横浜市との相互利用

　平成29年３月１日から開始したため、１か月分の統計です。

　　　ア　鎌倉市図書館利用状況（横浜市民利用状況）　　　　ア　鎌倉市図書館利用状況（横浜市民利用状況）　　　　

　平成29年3月 中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

43 0 2 77 13 135

138 5 3 415 109 670

　　　イ　横浜市図書館利用状況（鎌倉市民利用状況）イ　横浜市図書館利用状況（鎌倉市民利用状況）

　平成29年3月 全館合計

99

394

※  館別の利用状況は、不明です。

③　三浦ブロック（鎌倉市・逗子市・横須賀市・三浦市・葉山町）との相互利用

 各自治体の把握している統計にばらつきがあるため、鎌倉市図書館利用状況のみ掲載します。

鎌倉市民の各図書館利用状況は、各自治体に提供を働きかけていきます。

ア　鎌倉市図書館での登録者数

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

1,354 34 32 78 37 1,535

逗子市 1,082 17 22 51 28 1,200

葉山町 243 9 5 21 7 285

横須賀市 189 8 7 21 7 232

三浦市 13 0 0 2 1 16

計 1,527 34 34 95 43 1,733

 比較増減 173 0 2 17 6 198

※５年間利用がない登録者数は除外しています。

ア　鎌倉市図書館での貸出数

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館 大船図書館 玉縄図書館 計

12,331 383 506 1,274 687 15,181

逗子市 9,044 499 186 588 85 10,402

葉山町 2,022 38 24 116 76 2,276

横須賀市 1,268 16 3 136 69 1,492

三浦市 53 0 0 47 17 117

計 12,387 553 213 887 247 14,287

 比較増減 56 170 -293 -387 -440 -894

平
成
　
 
年
度
末

平成27年度計

平
成
　
 
年
度

登録者

貸出点数

登録者

貸出点数

平成27年度末計

28

28
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９．市民とともに創るサービス

（１）　図書館の広報・広聴活動

①　出版・配布

◎　「かまくら図書館だより」

・　第117号（平成28年４月30日発行）

　　　特集「図書館、市民ともりあがってます！本の修理編」

・   第118号（平成28年10月発行）

　　　特集「ファンタスティック☆ライブラリー105」

・   第119号（平成29年１月発行）

　　　特集「図書館と仲良くなった21日間♪」

②　展示〔館内〕

◎　「こどもの読書週間」展示

◎　「杉原千畝と小辻節三」展示

◎　「小中学生おすすめの本ポップ大賞」

◎　図書館まつり関連展示

◎　「鎌倉の今昔」鈴木正一郎の写真展

◎　「鎌倉・賢治の会」第1回宮沢賢治学会イーハトーブセンター功労賞受賞記念展示会

◎　今日は何の日？　腰越図書館にて、平成27年７月19日から現在まで継続

③　展示〔館外〕

◎　鎌倉駅地下道ギャラリー50「小中学生のポップ大賞」「鎌倉アカデミア」

④　「広報かまくら」を除く新聞、テレビ、ラジオ等でとりあげられた記事

◎　「鎌倉朝日」に毎号鎌倉市図書館「購入新図書リスト抄」を掲載

◎　「旧鎌倉図書館、御成小旧講堂の保存を」吉田鋼市さんが講演　鎌倉朝日６月１日号

◎　鎌倉の図書館を訪問　ミャンマーから高校生ら14人　鎌倉朝日７月１日号

◎　夏休み子ども映画会　鎌倉朝日８月１日号  

◎　サイエンスカフェ「鎌倉たたら製鉄について」　タウンニュース平成29年３月

25日号／ＦＭ横浜／鎌倉朝日平成27年５月１日号

⑤　鎌倉市図書館ホームページ

（https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp）

　トップページへのアクセス数　1,394,718件

　総ページアクセス数　1,792,359件

過去のアクセス数は、右表のとおりです。
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　下記のとおりインターネットを活用していただける

項目を増やしています。

◎　メールで予約資料連絡

　図書館のホームページでＥメールアドレスを登

 録された方には、予約資料が用意できた際に、Ｅメ

 ールで連絡をしています。

◎　トップページに簡単検索、ログインボタン

◎　ベストオーダー、ベストリーダー

◎　デジタルアーカイブ

◎　予約リクエスト機能

◎　資料検索機能

　内容や著者の紹介情報も見られます。漢字検索、かけあわせ検索、検索結果の

並べかえができます（タイトル順・出版年順ほか）。

◎　スマートフォン版のホームページもあります。

＊鎌倉市図書館ホームページ　　　　　　　　　　　　　 ＊ツイッター

◎　ツイッター（https://twitter.com/kamakura_tosyok）

　平成23年９月に図書館のツイッターを始めました。即時性があり、図書館に親しみ

を感じてもらえるよう、情報発信を行っています。普段はなかなか知られていない

サービス、館内の様子、利用に際してのお願いなどを随時つぶやいています。

年度 アクセス数

平成23年度 533,822件

平成24年度 544,846件

平成25年度 560,993件

平成26年度
システム更新の
ため測定不能

平成27年度 837,957件

平成28年度 1,394,718件
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⑥　「広報かまくら」に掲載された募集・お知らせ等

※　５月・８月・１月の15日号は発行されていません。

８月１日号

９月１日号

発　行　号

４月１日号

４月15日号

５月１日号

６月１日号

６月15日号

７月１日号

７月15日号

２月15日号

９月15日号

10月１日号

10月15日号

11月１日号

11月15日号

12月15日号

１月１日号

２月１日号

図書館まつり「ファンタスティック☆ライブラリー」、
図書館協議会市民委員の募集について

おはなし会開催、「おはなしボランティア養成講座」

暮らしのお役立ち講座＠図書館「消費生活トラブル」、
大船図書館開館時間変更について

おはなし会開催

12月１日号

（掲載記事なし）

おはなし会開催

おはなし会開催、暮らしのお役立ち講座＠図書館「認知症を知ってささえる・消費生活
トラブルを防ぐ」

おはなし会開催

掲　載　記　事

おはなし会開催

「子どもたちがすすめる！本のポップ大賞」
「鎌倉アカデミア70周年記念展示」in鎌倉駅地下道ギャラリー

おはなし会開催、図書館の休館のお知らせ

おはなし会開催、本の海サポーターズ交流会、
としょかんいんになってみよう

図書館の臨時休館について、鎌倉学府「鎌倉の外貿港六浦とその周辺～史的変遷を通し
て経済・社会問題を読む」

おはなし会開催、図書館のメールアドレス変更、ぬいぐるみのおとまりかい

夏休みこども映画会、「図書館まつりのサポーターになりませんか？」、
平成28年度第１回図書館協議会の傍聴者募集について

（掲載記事なし）

おはなし会開催、【①展示「杉原千畝と小辻節三」】【②外交資料から読み解く「杉原
千畝」】、図書館業務に従事する非常勤嘱託員の募集について

おはなし会開催、サイエンスカフェ「鎌倉高校にきく、鎌倉たたら製鉄について」、川喜多ア
ワー「日本人が見てきたヨーロッパ映画の系譜」、雑誌スポンサー制度について、図書館業務に
従事する鎌倉市図書館専門員業務嘱託の募集について

（掲載記事なし）

おはなし会開催、横浜市立図書館と相互利用を開始について、
鎌倉市第３次子ども読書活動推進計画策定委員会、市民募集について

（掲載記事なし）

３月１日号

３月15日号
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⑦　投書箱「あなたの声をとしょかんに」

市内の各図書館には投書箱を設けています。お寄せいただいたご意見は、それぞ

れ回答し、各館でファイルしてご覧頂いただけるようにしています。平成28年度

は68件の声をお寄せいただきました。ご意見は業務の見直しに役立てています。

件数

・　返却ポストについて　　　

・　パソコンの席を増やしてほしい

・　中央館のトイレについて

・　館内の温度について

・　閲覧席を増やしてほしい　

・　棚の上などを利用して絵本を紹介してほしい

ほか

・　利用者インターネットについて

・　本の配架や特集コーナーについて

・　コピー用紙の質が悪いことについて

・　図書館の利用マナーについて（新聞をめくる音がうるさい等）

・　ツイッターについて

　ほか

・　マンガのリクエスト受付について

・　選書について

・　英語の絵本をそろえてほしい

　ほか

・　予約のかけ方について

・　予約の件数を増やしてほしい

　ほか

・　レファレンスのお礼

・　励ましの言葉

　ほか

59

お寄せいただ
いた声の一覧

内　　　　　容

施設について

業務運営につ
いて

本･雑誌･新聞
について

システムにつ
いて

その他

計

17

17

9

12

4
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（２）　各種行事
①　ファンタスティック☆ライブラリー・105

イベント内容 時間 場所 内容 参加人数

展示「図書館の本
が甦(よみがえ)
る」

開館時間
と同じ、
最終日は
15時まで

中央図書館
１階　ロビー

破損本の修理前＆修理後を展
示
製本ワークショップの見本展
示

189

江ノ電ジオラマ
展示

開館時間
と同じ

腰越図書館 ジオラマ展示 577

親子で楽しむ影絵
映画会

13:30～
15:00

中央図書館３階
多目的室

鎌倉アカデミア70周年記念人
形劇団かかし座の影絵劇16ミ
リフィルムの上映

67

ワークショップ
「図書館の本が甦
（よみがえ）る」

10:30～
15:30

中央図書館３階
多目的室

読書記録帳作成と、本の修理 35

「沖守固は鎌倉別
荘地の開組（開拓
者）か？」

10:00～
12:30

中央図書館3階
多目的室

鎌倉の別荘地時代研究成果発
表会 36

「対話する資料」
13:30～
15:30

中央図書館3階
多目的室

かまくら女性史の会研究成果
発表会 31

16ミリ映写会＆
トークの会「江ノ
電風土記」

13:30～
15:30

腰越学習センター
16ミリフィルム「江ノ電風土
記」上映＆トークの会 74

珈琲野郎のファン
タスティック☆カ
フェ

13:00～
16:00

中央図書館3階
多目的室

中央図書館多目的室を、コー
ヒーを飲みながら、読書をし
たり会話をしたりできるカ
フェスペースに

33

「視覚障がい者と
一緒に考えるバリ
アフリー」

13:30～
15:30

深沢学習センター
ＴＯＴＯＭＯ講演会
講演と実習講師：木村康洋氏 46

おはなし会「図書
館へＧＯ」

15：30～
16：00

玉縄図書館 おはなし会 8

りんどう子ども映
画会

10:00～
12:00

中央図書館3階
多目的室

「ミッキーマウスのたのしい
冬」ほか、子ども向けの16ミ
リフィルム映画３作を上映

41

講演会とワーク
ショップ「鎌倉の
近現代史資料につ
いて」

13:30～
16:10

中央図書館3階
多目的室

鎌倉市の近現代史資料の魅
力・保存・活用についてのシ
ンポジウム

55

行事参加者　計 1,192

11月５日(水)

開催日

10月７日(金)
～

20日(木)

10月24日(月)

10月27日(木)

11月２日(日)

11月３日
(木・祝)

10月16日(日)

10月16日(日)
～

11月５日(土)

10月20日(木)

10月22日(土)

10月22日(土)

10月23日(日)
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②　図書館行事実施状況

開催日 行事 内容 回数 場所 対象 人数 内容説明

月１回
(８月以外)

講座
本の修理ボラ
ンティア講座

17
中央図書館
多目的室

一般 143
壊れた本の修理 第３木曜日開
催

４月23日(土)
～

５月12日(木)
展示

こどもの読書
週間　こども
からの本の紹
介、図書館ク
イズ

－ 全館

子どもと
子どもを
とりまく
大人

1,388

こどもの読書週間にこどものお
すすめの本を書いてもらう読書
啓発事業 こどもによる本紹介
955冊、クイズ参加433人

４月26日(火)
～

５月２日(月)
展示

鎌倉アカデミ
ア・本のポッ
プ大賞

－
地下道ギャ
ラリー

一般 －
鎌倉アカデミアの紹介と
本のポップ大賞の作品を展示

５月７日(土) 講演

国宝館スペ
シャル　禅の
心とかたち‐
総持寺の秘宝

1
中央図書館
多目的室

一般 48
国宝館との協働事業。国宝館学
芸員による映像を使っての総持
寺と展示品の解説

５月16日(月)
～

６月12日(日)
展示

鎌倉文士ダイ
アリー

－
中央図書館
１階ロビー

一般 482
鎌倉文士の小説や日記、エッセ
イに登場する鎌倉の四季や風
景、ゆかいな交友録を紹介

６月25日(土) 講演

かまくら学府
「鎌倉幕府の
外貿六浦湊と
その周辺」

1
中央図書館
多目的室

一般 55

地元出版社（銀の鈴社）との協
働事業
講師：関東学院大学名誉教授
　　　小林照夫氏

６月22日(水)
～

７月８日(金)
展示

深沢地域今昔
写真展
－鈴木正一郎
撮影写真から
－

－
深沢行政セ
ンター

一般 －
昨年度実施した郷土資料展の深
沢地域に限定した展示

８月１日(月)
～

８月15日(月)
展示

旧鎌倉地域今
昔写真展
－鈴木正一郎
撮影写真から
－

－
地下道ギャ
ラリー

一般 －
昨年度実施した郷土資料展の鎌
倉地域に限定した展示

８月６日(土) 映画会
夏休み子ども
映画会

1
中央図書館
多目的室

子ども 12
「とべ！くじらのピーク」ほか
16ｍｍ映画の上映

８月30日(火)
～

９月25日(日)
展示

自殺予防週間
～こころつな
ぐ～

－
中央図書館
１階ロビー

子ども～
一般

163 協力・市民健康課

９月４日(日) 講座

「認知症サ
ポートと消費
者トラブルを
防ぐ」

1
玉縄学習セ
ンター

一般 11

暮らしのお役立ち講座
市民健康課との協働企画
認知症、消費生活トラブルにつ
いて、市民健康課保健師及び、
鎌倉市消費生活相談員が解説

11月６日(日) 紙芝居 紙芝居大会 1
腰越行政セ
ンター裏庭

子ども 24
紙芝居『ざしきわらしほーいほ
い』、『かやねずみのおかあさ
ん』を実演

12月９日(金) 講座

「消費生活ト
ラブル～行政
書士が解説
～」

1
深沢学習セ
ンター

一般 11
暮らしのお役立ち講座
協力：神奈川県行政書士会
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開催日 行事 内容 回数 場所 対象 人数 内容説明

１月７日(土) 映画会
冬休み子ども
映画会

1
中央図書館
多目的室

子ども 6
「わんわん物語」ほか
16ｍｍ映画の上映

１月４日(水)
～

１月29日(日)
展示

「杉原千畝と
小辻節三」展
示

－
中央図書館
１階ロビー

一般 1,372

川喜多映画記念館とのコラボ事
業で「六千人の命のビザ」に実
際にかかわった２人についての
展示

１月28日(土) 講演
「杉原千畝
六千人の命の
ビザ」講演

1
中央図書館
多目的室

一般 45
外務省外交史料館の白石仁章氏
による講演

２月１日(水)
～

３月31日(金)
展示

ＹＡ夏目漱石
生誕150周年

－

腰越図書館
玉縄図書館
深沢図書館
大船図書館

一般 －

鎌倉市図書館と相模原市立橋本
図書館と東京都立川市図書館と
各市内高校とのコラボ企画
高校生が夏目漱石作品を読んだ
感想を本の「帯」にまとめたも
のを展示

２月８日(水)
～

２月26日(日)
展示

「鎌倉・賢治
の会」第１回
宮沢賢治学会
イーハトーブ
センター功労
賞受賞記念展
示会

－
中央図書館
１階ロビー

一般 235

今回の受賞で「鎌倉・賢治の
会」が副賞として授与された賢
治作品にちなんだ美術品と図書
館で所蔵する宮沢賢治の作品を
展示

２月26日(日) 講演

川喜多アワー
「日本人が見
てきたヨー
ロッパ映画の
系譜」

1
中央図書館
多目的室

一般 27

鎌倉市川喜多映画記念館での
企画展「ヨーロッパ映画紀行
」とのコラボ企画、その展示の
見どろについて、展示の内容を
さらに掘り下げ、映像やスライ
ドを交えて解説

３月25日(土) 講演

サイエンスカ
フェ「鎌倉高
校に聞く！た
たら製鉄のな
ぞを追う」

1
腰越行政セ
ンター

一般 57

県立鎌倉高校とのコラボ
たたら製鉄の歴史、製法などの
研究結果を、実際に鎌倉高校科
学研究会の生徒さんたちが行っ
た様子を写真や動画で紹介しつ
つ、分かりやすく解説

合計参加者計 4,079

③　ブックスタート事業

ア　参加状況　　　　　　　　　　＊平成27・28年度ともに48回(12回×４箇所)

その他

受取

パック
受取計

６カ
月児

保護
者等

計
６カ
月児

保護
者等

計
６カ
月児

保護
者等

計
６カ
月児

保護
者等

計
６カ
月児

保護
者等

計

平 成
27年度

243 264 507 206 230 436 297 326 623 148 164 312 894 984 1,878 180 1,074

平 成
28年度

240 270 510 202 249 451 311 342 653 160 176 336 913 1037 1,950 111 1,024

比  較
増  減

-3 6 3 -4 19 15 14 16 30 12 12 24 19 53 72 -69 -50

鎌倉生涯学習
センター

深沢学習
センター

大船学習

センター
玉縄学習
センター

参加者計
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イ　ブックスタート参加率

（ブックスタートに参加した６カ月児／対象となる６カ月児の総数）

参　加 対　象 参加率

平成27年度 894 1,141 78.35%

平成28年度 913 1,144 79.81%

比較増減 19 3 1.46P

※　P＝ポイント

ウ　ブックスタートパック受取率（パック受取数／対象となる６カ月児の総数）

受取数 対　象 受取率

平成27年度 1,074 1,141 94.13%

平成28年度 1,024 1,144 89.51%

比較増減 -50 3 -4.62P

※　P＝ポイント

④　「としょかんいんになってみよう！（一日図書館員）」

　市内在住・通学の小学生を対象に開催しました。倍率は約1.04倍でした。

実施館 開催日 時　　間 対象学年 募集人数 応募人数 参加人数

７月29日（土） 9:30～11:30 １・２年生 8 12 6

７月22日（土） 14:00～16:00 ３・４年生 8 15 8

７月29日（土） 14:00～16:00 ５・６年生 8 10 7

７月22日（土） 9:30～11:30 １～３年 8 12 8

７月22日（土） 14:30～16:30 ４～６年 8 8 8

７月21日（金） 9:30～11:30 １～３年 8 15 8

７月29日（土） 14:00～16:00 ３～６年 8 11 8

７月21日（金） 14:00～16:00 １～３年 8 2 7

７月29日（土） 9:30～11:30 ３～６年 8 7 8

７月27日（木） 14:00～16:00 １～３年 8 12 8

７月29日（土） 9:30～11:30 ３～６年 8 3 3

７月28日（金） 14:00～16:00 １～３年 8 9 8

７月29日（土） 14:00～16:00 ３～６年 8 6 5

７月21日（金） 9:30～11:30 １～３年 8 10 8

７月21日（金） 14:00～16:00 ３～６年 8 10 8

７月22日（土） 9:30～11:30 １～３年 8 9 8

７月22日（土） 14:00～16:00 ３～６年 8 11 8

136 162 124全17回

中　央
図書館

腰　越
図書館

深　沢
図書館

大　船
図書館

玉　縄
図書館

※

※
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⑤　おはなし会

　児童サービスの一環で、各館で行っています。

おはなしボランティア養成講座を修了したボランティアと協働しています。

◎　あかちゃんと楽しむおはなしかい

０・１歳の子どもと保護者を対象に、手遊びやわらべうた遊び中心のプログラムで

行っています。絵本や紙芝居も楽しみます。　　(申込制で各回10組)

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館
大船図
書館

玉縄図
書館

計

平　成 回 数 24 12 23 24 24 107

27年度 人 数 338 210 315 351 266 1,480

平　成 回 数 24 12 23 24 24 107

28年度 人 数 313 167 360 411 347 1,598

◎　おひざにだっこのおはなしかい

２・３歳の子どもと保護者を対象に、絵本の読み聞かせのほかに手遊びやわらべうたを

とり入れたプログラムで行っています。　(申込制で各回10組)

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館
大船図
書館

玉縄図
書館

計

平　成 回 数 12 12 12 23 12 71

27年度 人 数 103 73 111 219 191 697

平　成 回 数 12 12 12 23 12 71

28年度 人 数 60 127 124 217 115 643

◎　おはなし会

４～８歳くらいの子どもを対象に、絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアターなどを

行っています。

中央図書館 腰越図書館 深沢図書館
大船図
書館

玉縄図
書館

計

平　成 回 数 12 13 12 13 16 66

27年度 人 数 117 180 88 166 117 668

平　成 回 数 13 12 13 13 18 69

28年度 人 数 147 123 77 138 144 629
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⑥　おはなしボランティア養成講座

  おはなしボランティア養成講座第14期を開催しました。

  この連続講座を修了すると鎌倉市図書館ボランティアとして活動できます。

参加人数

第１回 11月10日(木) 9:30 20人

第２回 11月17日(木) ～ 19人

第３回 11月24日(木) 12:00 19人

第４回 12月８日(木) 19人

場　所 講　師 図書館職員
修了生

19人

⑦　おはなしボランティアＳＴＥＰ　ＵＰ講座

内　　容 「おはなしボランティア登録」「おはなし会、訪問サービスとブックスタート実演、わらべうた」

日　　時 平成29年２月９日(木)　９時30分～12時

講　　師 図書館職員

場　　所 深沢学習センター　ホール

参加人数 45人

発表会

大船学習センター　第２集会室

パネルシアター・わらべうた

日　　時 テ　ー　マ

おはなしボランティアをはじめよう・
絵本の読み聞かせ

紙芝居・ストーリーテリング
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（３）　関係団体との協力

①　児童奉仕訪問サービス　

　　◎　子どもへの直接サービス

　　　児童サービスの一環として、訪問サービスでおはなし会をしています。

実施日 団　体　名
職
員

ボラン
ティア

対象年齢
･学年

場　所

参
加
者

(人) (人) (人)

4月7日(木) だいいち子どもの家 1 1
未就学児＆保
護者

第一子ども会館 11

4月14日(木) 長谷こども会館 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

長谷子ども会館 8

4月14日(木) せきや子どもの家 1 1
小学校１，２
年生

せきや子ども会館 30

4月20日(水) だいいち子どもの家 1 1 学童 第一子ども会館 80

4月27日(水) 材木座赤ちゃん広場 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

材木座公会堂 29

5月12日(木) せきや子どもの家 1 1
小学校１，２
年生

せきや子ども会館 17

5月18日(水) だいいち子どもの家 1 2 学童 第一子ども会館 54

5月25日(水) 材木座赤ちゃん広場 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

材木座公会堂 33

5月26日(木)
障害児活動支援セン
ター

1 1
小学生～高校
生

障害児活動支援センター 17

5月26日(木) おさか子どもの家 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

小坂子ども会館 23

6月2日(木) だいいち子どもの家 1 1
未就学児＆保
護者

第一子ども会館 7

6月9日(木) せきや子どもの家 1 1
小学校１，２
年生

せきや子ども会館 19

6月15日(水) だいいち子どもの家 1 1 学童 第一子ども会館 54

6月22日(水) 材木座赤ちゃん広場 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

材木座公会堂 33

6月30日(木) おさか子どもの家 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

小坂子ども会館 31

6月30日(木) たまなわ交流センター 1 1
未就学（０～３
歳）＆保護者

たまなわ交流センター 27

7月7日(木) だいいち子どもの家 1 1
未就学児＆保
護者

第一子ども会館 11

7月14日(木) せきや子どもの家 1 1
小学校１，２
年生

せきや子ども会館 30

7月20日(水) だいいち子どもの家 1 1 学童 第一子ども会館 25

8月12日(金) せきや子どもの家 1 1
小学校１，２
年生

せきや子ども会館 22

8月17日(水) だいいち子どもの家 1 2 学童 第一子ども会館 31
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実施日 団　体　名
職
員

ボラン
ティア

対象年齢
･学年

場　所

参
加
者

(人) (人) (人)

8月17日(水) ティアラ会 1 1
未就学（０～１
歳）＆保護者

ティアラ鎌倉 20

8月19日(金) たまなわ交流センター 1 1
未就学（０～３
歳）＆保護者

たまなわ交流センター 28

9月1日(木) だいいち子どもの家 1 1
未就学児＆保
護者

第一子ども会館 3

9月8日(木) せきや子どもの家 1 1
小学校１，２
年生

せきや子ども会館 20

9月21日(水) だいいち子どもの家 1 1 学童 第一子ども会館 47

9月23日(金) こぐまの会 1 1
未就学児＆保
護者

大町会館 26

9月28日(水) 材木座赤ちゃん広場 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

材木座公会堂 25

9月29日(木) おさか子どもの家 2 0
未就学（０～２
歳）＆保護者

小坂子ども会館 31

9月29日(木)
障害児活動支援セン
ター

1 0
小学生～高校
生

障害児活動支援センター 13

10月6日(木) だいいち子どもの家 1 1
未就学児＆保
護者

第一子ども会館 0

10月13日(木) せきや子どもの家 1 1
小学校１，２
年生

せきや子ども会館 30

10月19日(水) だいいち子どもの家 1 1 学童 第一子ども会館 34

10月26日(水) 材木座赤ちゃん広場 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

材木座公会堂 27

10月27日(木) おさか子どもの家 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

小坂子ども会館 29

11月10日(木) だいいち子どもの家 1 1
未就学児＆保
護者

第一子ども会館 3

11月13日(日) せきや子どもの家 1 1
小学校１，２
年生

せきや子ども会館 30

11月16日(水) だいいち子どもの家 1 2 学童 第一子ども会館 40

11月25日(金) おさか子どもの家 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

小坂子ども会館 14

11月16日(水) だいいち子どもの家 1 2 学童 第一子ども会館 25

12月1日(木) だいいち子どもの家 1 1
未就学児＆保
護者

第一子ども会館 0

12月8日(木) せきや子どもの家 1 1
小学校１，２
年生

せきや子ども会館 30

12月21日(水) だいいち子どもの家 1 1 学童 第一子ども会館 39

12月21日(水) 材木座赤ちゃん広場 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

材木座公会堂 42
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実施日 団　体　名
職
員

ボラン
ティア

対象年齢
･学年

場　所

参
加
者

(人) (人) (人)

平成29年
 1月5日(木)

だいいち子どもの家 1 1
未就学児＆保
護者

第一子ども会館 0

1月12日(木) せきや子どもの家 1 1
小学校１，２
年生

せきや子ども会館 15

1月17日(火) こぐまの会 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

大町会館 20

1月18日(水) だいいち子どもの家 1 1 学童 第一子ども会館 50

1月25日(水) 材木座赤ちゃん広場 1 0
未就学（０～２
歳）＆保護者

材木座公会堂 31

1月26日(木) おさか子どもの家 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

小坂子ども会館 14

1月26日(木)
障害児活動支援セン
ター

1 1
小学生～高校
生

障害児活動支援センター 16

2月2日(木) だいいち子どもの家 1 1
未就学児＆保
護者

第一子ども会館 14

2月22日(水) 材木座赤ちゃん広場 2 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

材木座公会堂 26

2月23日(木) おさか子どもの家 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

小坂子ども会館 2

3月2日(木) だいいち子どもの家 1 1
未就学児＆保
護者

第一子ども会館 16

3月9日(木) せきや子どもの家 1 1 小学校１年生 せきや子ども会館 14

3月15日(水) だいいち子どもの家 1 2 学童 第一子ども会館 50

3月22日(水) 材木座赤ちゃん広場 1 1
未就学（０～２
歳）＆保護者

材木座公会堂 34

3月23日(木) たまなわ交流センター 1 1
未就学（０～３
歳）＆保護者

たまなわ交流センター 26

3月23日(木)
障害児活動支援セン
ター

1 1
小学生～高校
生

障害児活動支援センター 13

計 60回 62 62 1,489

◎　子どもをとりまく大人へのサービス

　　 　学校や家庭・地域に児童サービスへの理解を深め、連携の輪をひろげるため、

　　　 子どもをとりまく大人対象の講座などを開催しています。

実施日 団体・講座名 回数
派遣
人数

対象年齢・
学年等

場所
参加
人数

内容

6月7日(火)
絵本・紙芝居の読
み聞かせ講座

1 1
第一小ボラン
ティア

中央図書館
多目的室

15
絵本・紙芝居の読み
聞かせ講座

7月26日(火)
市内小中学校教員
対象図書館実務研修

1 3
市内小中学校
教員

中央図書館
多目的室

18
図書館概要、子ども読書活動
推進計画、図書補修、絵本の
読み聞かせ

7月27日(水)
市内小中学校教員
対象図書館実務研修

1 4
市内小中学校
教員

中央図書館
多目的室

18
障がい者サービス、鎌倉
の近代史資料、本のポッ
プ、情報交換

実施日 団体・講座名 回数
派遣
人数

対象年齢・
学年等

場所
参加
人数

内容

9月5日(月)
わらべうた・手遊
び講座

1 3
保育園・幼稚
園の保育士・

中央図書館
多目的室

30
わらべうた・手遊び
講座

9月30日(金)
絵本の読み聞かせ
講座

1 1
小坂子ども会
館スタッフ

小坂子ども
会館

9
絵本の読み聞かせ講
座

11月18日(金)
平成28年度第１回学
校図書館専門員・読
書活動推進員研修

1 1
学校図書館専門
員・読書活動推
進員

中央図書館
多目的室

21 本の除籍について

11月29日(火) 出張修理講座 1 1
学校図書館専
門員

第一小学校
図書室

1
図書修理講座準備ほか除籍買
替書架整理について

11月30日(水)
ブックスタート事業自治
体担当者意見交換会 1 1

NPO職員・図
書館員

NPOブックス
タート

10
ブックスタート実施
状況と選書について

12月6日(火) 出張修理講座 1 1
第一小ボラン
ティア

第一小学校
図書準備室

11 図書の修理体験

1月27日(金)
平成28年度第２回学
校図書館専門員・読
書活動推進員研修

1 2
学校図書館専門
員・読書活動推
進員

中央図書館
多目的室

21
選書・調べ学習に役
立つ資料について

3月5日(日)

3月19日(日)

計 14 22 162

8
児童文学賞選考会、
表彰式講評

朝日学生新聞社児童文学
賞選考会・授賞式

2 2 小学校高学年
朝日学生新
聞社

平成29年
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②　図書館見学・調べ学習

　学校等が実施する施設見学や調べ学習などに対応しています。

年月日 訪　 問 　者 訪問館 人数 内　　容

５月10日 大船小学校３年生 大船図書館 96

６月２日 玉縄小学校２年生 玉縄図書館 90

６月23日･24日 深沢小学校２年生 深沢図書館 147

11月10日 鎌倉女学院中学１年生 中央図書館 8

11月11日 七里ガ浜小学校３年生 中央図書館 50

11月15日 玉縄小学校２年生 玉縄図書館 12

１月16日 御成小学校２年生 中央図書館 29

１月17日 御成小学校２年生 中央図書館 29

１月18日 御成小学校２年生 中央図書館 29

１月27日 御成小学校２年生 中央図書館 87

計 577

・ 図書館の概要説明

・ 利用案内

・ 本のさがし方

・ 館内見学

◎　子どもをとりまく大人へのサービス

　　 　学校や家庭・地域に児童サービスへの理解を深め、連携の輪をひろげるため、

　　　 子どもをとりまく大人対象の講座などを開催しています。

実施日 団体・講座名 回数
派遣
人数

対象年齢・
学年等

場所
参加
人数

内容

6月7日(火)
絵本・紙芝居の読
み聞かせ講座

1 1
第一小ボラン
ティア

中央図書館
多目的室

15
絵本・紙芝居の読み
聞かせ講座

7月26日(火)
市内小中学校教員
対象図書館実務研修

1 3
市内小中学校
教員

中央図書館
多目的室

18
図書館概要、子ども読書活動
推進計画、図書補修、絵本の
読み聞かせ

7月27日(水)
市内小中学校教員
対象図書館実務研修

1 4
市内小中学校
教員

中央図書館
多目的室

18
障がい者サービス、鎌倉
の近代史資料、本のポッ
プ、情報交換

実施日 団体・講座名 回数
派遣
人数

対象年齢・
学年等

場所
参加
人数

内容

9月5日(月)
わらべうた・手遊
び講座

1 3
保育園・幼稚
園の保育士・

中央図書館
多目的室

30
わらべうた・手遊び
講座

9月30日(金)
絵本の読み聞かせ
講座

1 1
小坂子ども会
館スタッフ

小坂子ども
会館

9
絵本の読み聞かせ講
座

11月18日(金)
平成28年度第１回学
校図書館専門員・読
書活動推進員研修

1 1
学校図書館専門
員・読書活動推
進員

中央図書館
多目的室

21 本の除籍について

11月29日(火) 出張修理講座 1 1
学校図書館専
門員

第一小学校
図書室

1
図書修理講座準備ほか除籍買
替書架整理について

11月30日(水)
ブックスタート事業自治
体担当者意見交換会 1 1

NPO職員・図
書館員

NPOブックス
タート

10
ブックスタート実施
状況と選書について

12月6日(火) 出張修理講座 1 1
第一小ボラン
ティア

第一小学校
図書準備室

11 図書の修理体験

1月27日(金)
平成28年度第２回学
校図書館専門員・読
書活動推進員研修

1 2
学校図書館専門
員・読書活動推
進員

中央図書館
多目的室

21
選書・調べ学習に役
立つ資料について

3月5日(日)

3月19日(日)

計 14 22 162

8
児童文学賞選考会、
表彰式講評

朝日学生新聞社児童文学
賞選考会・授賞式

2 2 小学校高学年
朝日学生新
聞社

平成29年
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③　図書館体験学習・インターンシップなど

図書館では、学校が行っている教育活動としての学生・生徒による職業体験学

習を受け入れています。内容は、図書館概要説明・館内見学･書架配列書架整理・

本の装備貸出返却・巡回車処理・質疑応答などです。

年月日 曜日 所属 学年 体験館 人数

７月21日・22日 木・金 鎌倉女学院高校 1年生 中央 2

８月11日・12日 木・金 鎌倉女学院高校 1年生 中央 2

８月18日・19日 木・金
湘南台高校

深沢高校各１名
3年生 中央 2

10月４日・５日 火・水
横浜国立大学教育学部

附属鎌倉中学校
2年生 中央 2

10月20日 木 深沢中学校 2年生 中央 2

10月20日 木 深沢中学校 3年生 深沢 3

10月20日・27日 木 大船中学校 2年生 大船 3

10月27日 木 第二中学校 2年生 中央 2

11月８日 火 岩瀬中学校 2年生 中央 2

11月８日 火 岩瀬中学校 2年生 大船 3

11月９日 水 御成中学校 2年生 中央 2

11月９日 水 御成中学校 3年生 深沢 3

11月10日 木 腰越中学校 2年生 腰越 4

11月10日 木 手広中学校 4年生 深沢 4

11月10日・11日 木・金 玉縄中学校 2年生 玉縄 4
平成29年
　　１月19日 木 第一中学校 2年生 中央 2

計 16 回 42 人

④　図書館学実習、教員研修、視察など

実施日 団体名等 人数 場所 内　　容

５月20日
(金)

ミャンマーから高校
生、大学生、大学教員

私設図書館運営者
12人 中央

ミャンマーから図書館運営についての
視察

７月26日
（水）

市内小中学校教員
対象図書館実務研修

18人 中央
図書館概要紹介、子ども読書活動推進
計画紹介、絵本の読み聞かせ実習

７月27日
（木）

市内小中学校教員
対象図書館実務研修

18人 中央
鎌倉の近代史資料、障がい者サービ
ス、意見交換

10月19日
（水）

座間市図書館
図書館友の会

18人 中央
障がい者サービス、鎌倉の近代史資
料、本のポップ、情報交換

66人計　４　回
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⑤　学校支援(学習パックほか)
学校向けに調べ学習や総合学習、朝読の時間に活用できるよう、貸出・搬送

するサービスを実施しています。

ア　学習パック＝調べ学習に役立つ本等を学習テーマごとに用意しています。
今年度から「飛騨・高山」「富士山」「記号・マーク」「じどう車くらべ」
「どうぶつのあかちゃん」を増やし24パックとしました。

今年度の利用状況

イ　子ども読書パック＝絵本・読み物のパック（40冊まで）
貸出件数は169件

ウ　学校貸出セット＝学習パックにはないテーマの本のセット（40冊まで）
貸出件数は88件
※学校別貸出数(学習パック・子ども読書パック・学校貸出合計)

小学校 中学校 高校
幼稚園・
保育園・
その他

合計

284 11 0 15 310

タイトル 冊数 貸出件数 利用冊数

日光Ａ（20冊×４） 20 6 120

日光Ｂ（20冊×４） 20 8 160

飛騨・高山 20 1 20

富士山 20 2 40

鎌倉 40 4 160

仕事 40 1 40

仕事（ティーンズ） 40 1 40

世界の国々 40 1 40

世界の国々　国別パック 40 2 80

戦争と平和 40 1 40

日本の世界遺産 40 0 0

日本の産業 40 1 40

福祉Ａ 40 3 120

福祉Ｂ 40 4 160

昔のくらし 40 2 80

環境問題Ａ ごみ 20 3 60

環境問題Ｂ 20 2 40

記号・マーク 20 2 40

自動車 20 1 20

すがたをかえる食べもの 20 2 40

じどう車くらべ 20 2 40

どうぶつのあかちゃん 20 2 40

水 20 2 40

合計 680 53 1,460

- 44 -



⑥　図書館と連携をとっている関係団体・ＮＰＯ団体

＜鎌倉朗読・録音奉仕会＞

視覚障がい者への貸出用録音テープ図書等音声化資料の製作、対面朗読、プライ

ベートサービスを行っています。

＜鎌倉市点訳赤十字奉仕団＞

図書館のＣＤに付ける点字や録音図書目録の点字版の作成を行っています。

＜りんどう＞

16ミリ映写機の操作方法や、ビデオ撮影と編集技術向上のための研修を行ってい

ます。また、16ミリ映写会開催に関する相談と映写ボランティア派遣を行っていま

す。

＜鎌倉視聴覚協会＞

視聴覚機材を利用し地域社会に貢献すること、会員相互の親睦と技術の向上をは

かること、映画の良さを知ってもらうことを目的としている団体です。16ミリ映写

機操作認定講習会を図書館と共催で実施したり、市内老人ホーム、市立小学校「こ

どもの家」への出前映画会等を行ったりしています。

＜図書館とともだち・鎌倉＞

平成10年発足、鎌倉市図書館の応援団として活動。大人を対象とした講演会等

を開催。平成20年度から22年度まで、図書館と協働で図書館振興事業に取り組む

活動も行いました。

＜ＣＰＣの会＞「湘南・鎌倉生涯現役の会」部会

写真(photograph)を通して、地域社会(community)に貢献(contribution)しよう

と活動している会です。近代史資料収集室の古写真の収集・整理、写真展の開催な

どに協力しています。平成16年度から「鎌倉の谷戸の現状撮影と調査」活動をはじ

めました。平成20年度に『鎌倉谷戸の記録』(上・下)を発行し、現在も調査を継続

しています。

＜鎌倉アカデミアを伝える会＞

鎌倉アカデミア創立60周年記念祭実行委員会が、18年５月に集いを開催した後、

「鎌倉アカデミアを伝える会」と会の名称を変更。鎌倉アカデミアに関する資料保

存やシンポジウムの開催等を行っています。平成28年は鎌倉アカデミア創立70周年

にあたり、市内各所で講演・芝居・展示などで「アカデミアＹＥＡＲ2016年」を祝

いました。

＜郷土史料を読む会＞

近世文書の解読、整理をし、女性の大正・昭和の日記を読み解いています。現在、

長谷の近代の日記を読んでいます。

＜玉縄歴史の会＞

玉縄を中心とした地域の古文書資料を読みながら、郷土史を勉強。今までに「東
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海道藤沢宿助郷会所日記　天保二年卯年」「岩瀬村御用留」を刊行しました。

＜蟲の会＞

近世、近代資料の解読、整理をしています。御用留、鎌倉在住だった数学者坂井

氏の書簡の整理を行っています。

＜鎌倉の別荘地時代研究会＞

平成23年から活動開始。鎌倉を中心とした近代の別荘地を研究。講演会、展示会

を行っています。

＜ＮＰＯ「かまくら女性史の会」＞

平成25年３月に「アンサンブル21女性史編さん部会」が終了解散。平成25年４月

以降標記団体として活動しています。「日本バレエの母」パブロバ姉妹が残した文

書（鎌倉市所有）のデジタル化作業、老人福祉センターでの朗読会、近世文書の学

習などを行い、毎月Newsletterを発行しています。

＜珈琲野郎＞

平成23年より図書館で「ファンタスティック☆カフェ」を出張開店。男性バリス

タグループ。福祉施設等への喫茶サービスを行っています。

＜本の修理ボランティア＞

平成24年度から始まった「本の修理講座」の受講者がひきつづき、研修を重ねな

がら活動しています。破れやページはずれ、書き込み等のある図書館の本の修理を

行っています。
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（４）　会議等出席状況

鎌倉市以外の図書館とも協力して図書館運営を進めるため、神奈川県立図書館や

神奈川県図書館協会を中心に会議等に委員として出席しています。

　また、近隣の図書館とは、湘南地区図書館連絡会を定期的に開催し、関係の強化

に努めています。

開催日 会議名 会場
出席
人数

４月14日(火) 協力事業実務担当者会議 神奈川県立図書館 1

４月22日(水) 神奈川県図書館協会　総会・理事会 神奈川県立図書館 1

５月15日(金) 歴史資料取扱機関連絡協議会総会 神奈川県立公文書館 1

６月26日(金) 公共図書館逐次刊行物実務担当者会議 神奈川県立図書館 1

７月15日(水) 神奈川県図書館協会　地域資料委員会 鎌倉市中央図書館 2

８月５日(水) 神奈川県生涯学習審議会　部会 神奈川産業振興センター 1

８月５日(水) 湘南地区図書館連絡会 藤沢市総合市民図書館 2

10月７日(水) 神奈川県図書館協会　企画委員会 神奈川県立図書館 1

11月17日(火) 神奈川県生涯学習審議会 神奈川県立図書館 1

11月24日(火) 神奈川県図書館協会　地域資料委員会 鎌倉市中央図書館 2

12月18日(金) 神奈川県図書館協会　企画委員会 神奈川県立図書館 1

平成28年
１月７日(木)

神奈川県生涯学習審議会　部会 神奈川産業振興センター 1

１月15日(金) 湘南地区図書館連絡会 鎌倉市中央図書館 5

１月27日(水)
神奈川県図書館協会
障害者サービス担当者会

神奈川県ライトセンター 1

１月29日(金) 神奈川県生涯学習審議会 神奈川産業振興センター 1

３月９日(水) 神奈川県図書館協会　企画委員会 神奈川県立図書館 1

３月16日(水) 神奈川県図書館協会　地域資料委員会 鎌倉市中央図書館 2

25計
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（５）　職員研修参加状況

①　神奈川県図書館協会等主催研修　

図書館員として専門性を深めるため、県立図書館や県図書館協会等が主催する研修会に

参加しました。

実施日 題　　目 会　　場
出席
人数

５月10日から８月９
日毎週火曜日14回 平成28年度拡大写本講座 神奈川県ライトセンター

14
(各１)

６月23日(木)
神奈川県図書館協会第１回研修会
「国立国会図書館本館見学」

国立国会図書館 1

６月21日(火) 市町村図書館等職員研修（基礎） 県立図書館 3

６月27日(月)から
７月２日(土)・９
月26日から10月５
日

児童図書館員養成専門講座
日本図書館協会・東京子
ども図書館ほか

15
(各1)

７月７日(木) 市町村図書館等職員研修（基礎） 茅ヶ崎市立図書館 2

７月13日(水)
平成28年度市町村図書館等職員研修「専
門研修・図書館経営」

県立図書館書館 1

７月15日(金)
神奈川県図書館協会第２回研修会講演
「貴重書の保存と活用」

一橋大学 1

７月15日(金)
神奈川県図書館協会第３回研修会施設見
学「一橋大学社会科学古典資料セン
ター」

一橋大学 1

８月17日(水)
平成28年度生涯学習指導者研修「読書活
動実践コース」第二回

大和市生涯学習センター 1

８月23日(火)
平成28年度生涯学習指導者研修
「読書活動実践コース」

藤沢市総合市民図書館 1

９月２日(金) 公共図書館セミナー
京セラ丸善システムイン
テグレーション（株）東
京本社

1

９月13日(火)
神奈川県図書館協会第５回研修会講座
「展示～視覚で伝える本の魅力～」

東洋文庫ミュージアム 1

９月27日(火)
神奈川県図書館協会第６回研修会「コ
ミュニケーション・ワークショップ」

県立図書館 1

10月６日(木)
    26日(木)

平成28年度市町村等職員「専門研修・レ
ファレンス」

県立図書館 1

10月20日(木)
神奈川県図書館協会第７回研修会
「ＹＡサービスの基本と実践」

社のホールはしもと 1

11月27日(日)
ロー・ライブラリアン研究会主催
「法情報の調べ方入門＠神奈川」

横浜市男女共同参画セン
ター横浜

1

11月25日(金)
平成28年度神奈川県歴史資料取扱機関連
絡協議会第２回研究会「デジタル･アーカ
イブズの展開」

県立図書館 1

12月３日(土)
子ども読書活動推進フォーラム「幼年童
話のおもしろさ」

神奈川近代文学館 1

12月14日(水)
平成28年度市町村図書館等研修「専門研
修・地域資料」

県立図書館 1
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実施日 題　　目 会　　場
出席
人数

平成29年
  １月16日(月)

日本図書館協会主催
「“認知症の人にやさしい図書館”をあ
なたの街でつくるには！」

グローバルビジネスハブ
東京

1

２月10日(金)
神奈川県図書館協会第11回研修会「大和
市立図書館見学研修」

大和市立図書館 1

３月３日(金)
　神奈川県図書館協会第12回研修会
「国立国会図書館における録音・映像資
料の利用及び保存について」

横浜市中央図書館 1

３月16日(木)
これからの電子リソース基盤を考える
「京セラユーザー会」

京セラコミュニケーショ
ンシステム（株）東京本
社

1

延べ
53

②　研修等への講師派遣

実施日 題　　目 会　　場
出席
人数

10月３日(月) 藤沢市辻堂市民図書館職員研修会 藤沢市辻堂市民図書館 1

平成29年
　１月27日(金)

平成28年度第２回学校図書館専門員及び
読書活動推進研修会

1

2

③　市職場研修

図書館員として専門性を深めるため、職員および図書館業務嘱託員に対して

研修を行いました。

実施日 題　　目 講　師　等
出席
人数

12月28日(水) 第１回図書館職場研修 図書館職員 20

平成29年
　１月30日(月)

第２回図書館職場研修
図書館職員

市民健康課職員
59

 ２月27日(月) 第３回図書館職場研修
図書館職員

市民安全課職員
60

139計

合　　　　　計

計
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10．近代史資料担当の事業

昭和52年４月、鎌倉の近代史（幕末以降～昭和40年代位まで）に関する資料を収集・

整理・保存・提供するため、中央図書館内に「鎌倉近代史資料収集室」を開設し、嘱託

として郷土史家を配置して事業を開始しました。その後名称を「近代史資料室」に変更

し、郷土史家・事務補助嘱託員およびアルバイトで事業を継続してきました。

平成24年度、それまで本市総務部総務課で担当していた「市史編さんに関する事務」

を図書館が補助執行することになり、それに伴って歴史的公文書に関する業務も行うこ

とになりました。そのため中央図書館内の組織変更をし、「近代史資料担当」を設け、

兼務ではありますが図書館職員（担当係長）１名を配置しました。

平成24・25年度に総務課と協議しながら選別基準とガイドラインを作成、26年度から

歴史的公文書選別の試行をして、28年度は試行３年目となりました。また、平成28年度

から歴史的公文書選別のための専門的な非常勤嘱託員を１名（月10日）配置しました。

図書館が収集・保存する資料は図書資料が主ですが、近代史資料担当では、図書資料

だけではなく、近代以降の鎌倉に関するさまざまな文献資料（古文書・古地図・写真等）

・文物（高札・マンホールの蓋・かるた・テレフォンカード等）を収集・保存しています。

また、聞き取り調査等を実施し、鎌倉の近代に関する情報も収集しています。これら

の資料や情報をもとに調査・研究を進め、報告書としてまとめたり、中央図書館３階展

示コーナーや鎌倉駅地下道ギャラリー50等で展示したりして皆さんに公開しています。

【平成28年度の実績】

■　「鎌倉アカデミア創立70周年記念祭」開催　平成28年６月４日（土）光明寺

■　各行政センターで「今昔写真展」を開催

昨年度、鎌倉生涯学習センターで開催した郷土資料展示の一部（各行政センター

の地域の写真）を抜粋して展示した。

深沢行政センター：平成28年６月22日～７月８日　深沢地域17枚

大船行政センター：平成28年８月５日～31日　大船地域20枚

玉縄行政センター：平成28年９月21日～10月３日　玉縄地域15枚

腰越行政センター：平成29年３月13日～３月31日　腰越地域35枚

　■　植木金矢氏寄贈の絵画等を展示

  植木在住の画家、植木金矢氏より寄贈された絵画「鎌倉の花火」他、氏の関係資

料を展示した。

　　　 　中央図書館１階展示コーナー：平成28年７月16日（土）～８月31日（水）

　　 　同時開催：「鎌倉の海」写真展示

　■　鎌倉駅地下道ギャラリー50全面で鈴木正一郎写真展の抜粋展示

　　　平成28年８月２日（火）～15日（月）    鎌倉地域の写真58点を展示

　■　『鎌倉震災手記－98人が綴る鎌倉の関東大震災記録－』刊行

　■　「歴史的公文書保存のための選別」試行３年目

　　収集箱数：141箱

　　　上記資料を確認し歴史的公文書であると判断したもの：99箱
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【これまでに発行した出版物】

■　「鎌倉近代史資料」

第１集　　『人物篇』　　　　　　　　　　　　　昭和53年度刊

第２集　　『近代鎌倉の地名』　　　　　　　　　昭和56年度刊

第３集　　『鎌倉のことば』　　　　　　　　　　昭和63年度刊

第４集　　『十二所小長井日記』　　　　　　　　平成４年度刊

第５集　　『鎌倉の社寺門前町』　　　　　　　　平成２年度刊

第６集　　『鎌倉の俳人』　　　　　　　　　　　平成３年度刊

第７集　　『鎌倉の野仏』　　　　　　　　　　　昭和62年度刊

第８集　　『山ノ内村御用留』　　　　　　　　　平成元年度刊

第９集　　（未刊）

第10集　　『大街道日記　上下』　　　　　　　　昭和57・58年度刊

第11集　　『実朝の風景』　　　　　　　　　　　平成５年度刊

第12集　　『青春・鎌倉アカデミア』　　　　　　平成８年度刊

第13集　　『幻の田園都市から松竹映画都市へ』　平成16年度刊

第14集　　『大街堂日記』　　　　　　　　　　　平成17年度刊

　■　「その他」

①　『鎌倉・太平洋戦争の痕跡』　平成15年度刊　ＣＰＣの会と共著

②　『鎌倉アカデミア』落穂集　　平成18年度刊　「鎌倉アカデミアを伝える会」

と共著

③　『鎌倉大町昔の町並み』　　　平成18年度刊

④　『鎌倉谷戸の記録　上下』　　平成20年度刊　ＣＰＣの会と共著

⑤　『鎌倉震災手記－98人が綴る鎌倉の関東大震災記録－』平成28年度刊

・　鎌倉アカデミア関係資料

・　安田三郎氏撮影写真（鎌倉の風景、文化財等）

・　皆吉邦雄氏撮影写真

・　鈴木正一郎氏撮影写真

・　関谷落合家文書、大船大津家文書、その他江戸時代の文書

・　山ノ内村御用留

・　鎌倉海浜ホテル関係資料

・　鎌倉カーニバル関係資料

・　扇ガ谷渡辺家文書

・　武田氏坂ノ下資料

【主なコレクション】
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【平成28年度　写真等資料提供】　実績80件　　～写真等提供　主な提供先～

≪展示≫

・　高野台自治会「写真展　六国見山の今昔Ⅱ」

・　鎌倉市川喜多映画記念館「鎌倉アカデミア創立70周年記念“影絵劇と映画”

を楽しむ～劇団かかし座との３日間」「鎌倉映画地図」

・　三浦半島活断層調査会「震災写真展」

・　観音ミュージアム特別展「長谷寺のちょっと昔」

・　ＮＰＯルートカルチャー　「鎌倉　海のカーニバル」展示

・  徳島県阿南市市民部文化振興課「北條民雄パネル展」

≪書籍・雑誌・新聞等掲載≫

・　朝日新聞横浜総局「鎌倉アカデミア70年についての記事」

・　湘南経済新聞

・  かまくら春秋社「月刊かまくら春秋」連載コーナー“写真で見る鎌倉今昔”

・　鎌倉朝日新聞社「鎌倉朝日」６月号、12月号

・　岩波書店『夏目漱石』十川信介著　岩波新書

・　歴史探訪社『鎌倉千年の歩み』浅田勁著

・　ジオ神奈川『関東大震災－未公開空撮写真－』蟹江康光編著

・　島本千也『鎌倉海浜ホテル』

・　島本千也「鎌倉朝日」記事

・　鎌倉歯科医師会『80周年記念誌』及び記念式典にてスライド上映

・　枻出版「湘南スタイルマガジン」（仮）湘南クラシック

・　藤原書店『地域に根ざす民衆文化の創造―「常民大学」の綜合的研究』

　　北田耕也監修・飯塚哲子著「三枝博音「鎌倉アカデミア」の発足と展開そして今」

・　枻出版「湘南スタイルマガジン」68号「湘南クラシック」

≪テレビ番組等≫

・   ＴＢＳ「健康カプセル！ゲンキの時間」

・   ＢＳ－ＴＢＳ「新・日本道紀行」

・   テレビ朝日「じゅん散歩」

・   テレビ朝日「ワイドスクランブル」

・   テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」

・   Ｊ：ＣＯＭ「輝くご当地大使！」

・   Ｊ：ＣＯＭ「ご当地サタデー」

・   テレビ朝日「あなたは今幸せですか」

・   フジテレビ「みんなのニュース」

・　ウェブニュース「はまれぽ.com」

・　テレビ東京「出没！アド街ック天国」平成29年１月７日放送予定「鎌倉・大船」

・　テレビ朝日「路線バスで寄り道の旅」平成29年１月２日放送予定「大船・鎌倉」

・　朝日放送「大阪人の謎カル“チャー”調べてみたらスゴかった“ワォ”！第５弾」
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・　ＮＨＫ「うまいっ！」

・　ＢＳジャパン「ワタシが日本に住む理由」

≪その他資料提供≫

　　　　・本の修理講座修了者による本の修理ボランティア開始・　鎌倉市役所拠点整備部再開発課「鎌倉駅西口整備」の参考資料

・　鎌倉市役所観光商工課「四季のみどころ」

・　鎌倉市役所都市調整課「地下道ギャラリー展示」

・　鎌倉市役所秘書広報課「広報かまくら」

・　鎌倉市役所秘書広報課「クレア・パリ・ニューズレター」

・　鎌倉市役所歴史まちづくり推進担当「11月15日放映フジＴＶインターネット専用

  チャンネル「ホウドウキョク×ＧＯＧＯ日本遺産コーナー」

 　中央図書館）・　鎌倉市役所歴史まちづくり推進担当「日本遺産ブックレット」

・　鎌倉市役所歴史まちづくり推進担当「（仮）鎌倉歴史文化交流センター内での展示」

・　鎌倉市役所東京オリンピック・パラリンピック担当「外国語版ホームページ」

・　鎌倉市都市調整課ほか「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」施行

後50年記念誌

・　鎌倉市川喜多映画記念館特別企画「ミュージアム×建築めぐりのススメ」

・　鎌倉市立第一中学校ＰＴＡ広報委員会広報誌「まつかぜ」

・　(株)山手総合計画研究所「鎌倉市旧図書館耐震診断報告書」

・　長尾資料館・横浜旧軍無線通信資料館ホームページ

・　七里ガ浜自治会「自治会広報誌「ハイビスカス」」

・　北鎌倉湧水ネットワークホームページ

・　そば峰本製作映像作品「鎌倉の祈り」

・　有限会社北辰測量設計

・　カメレオン「フリーペーパーＫＡＭＡＫＵＲＡ」

・　梶原山町内会「創立50周年記念誌」

・　大船地域づくり会議のホームページ「わがまち大船ニュース」

・　みずほ銀行大船支店「支店内写真展示」

・　みずほ信託銀行大船支店「支店内写真展示」

・　劇団劇作家より戯曲作成資料として使用

・　映画「鎌倉アカデミア青の時代」製作委員会、同映画に使用
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〔近代史資料室のあゆみ〕

昭和52(1977)年４月 中央図書館に「鎌倉近代史資料収集室」が設置される

　　54(1979)年３月 資料集第１集『人物編　その１』を刊行

　　57(1982)年３月 資料集第２集『近代鎌倉の地名』を刊行

　　58(1983)年６月 資料集第３集『鎌倉のことば』を刊行（平成３年　活字本刊行）

資料集第10集『大街堂日記』上・下を刊行（上は57年）

　　59(1984)年３月 郷土資料展示会「小丸氏旧蔵　東慶寺縁切文書展」開催

　　60(1985)年３月 郷土資料展示会「鎌倉の社寺門前」開催

　　61(1986)年１月 郷土資料展示会「鎌倉土着の俳人たち」開催

　　62(1987)年２月 郷土資料展示会「鎌倉の野仏」開催

11月 資料集第７集『鎌倉の野仏』刊行

　　　　　　　12月 郷土資料展示会「鎌倉在住文化人遺作展…明治・大正」

　　63(1988)年10月 郷土資料展示会「鎌倉　幕末から明治へ」開催

平成元(1989)年10月 郷土資料展示会「鎌倉の名主屋敷」開催

　　２(1990)年３月 資料集第８集『山ノ内村　御用留』（活字本）刊行

　　　　　　　４月 『鎌倉災害年表稿』（鎌倉郷土史料研究会）発行

　　　　　　　11月 郷土資料展示会「鎌倉の開化と人物展」開催

　　３(1991)年２月 資料集第５集『鎌倉の社寺門前町』（活字本）刊行

12月 資料集第６集『鎌倉の俳人』（活字本）刊行

　　４(1992)年２月 郷土資料展示会「青春・鎌倉アカデミア」開催

　　　　　　　10月 郷土資料展示会「実朝の風景」開催

　　５(1993)年３月 資料集第４集『十二所　小長井日記』（活字本）刊行

　　６(1994)年３月 資料集第11集『実朝の風景』（生誕800年）（活字本）刊行

　　　　　　　３月 郷土資料展示会「写真に見る鎌倉」開催

　　８(1996)年11月 写真展「鎌倉の今昔Ⅰ」開催

　　９(1997)年３月 資料集第12集『青春・鎌倉アカデミア』（活字本）刊行

写真展「鎌倉の今昔Ⅱ」開催

　　10(1998)年　　 アルバム「鎌倉の今昔…写真に見る史跡碑とその周辺」を作成

写真展「鎌倉の今昔Ⅲ」開催

　　11(1999)年11月 写真展「消えゆく風景～鎌倉の昔と今をパチリ」開催 

　　12(2000)年９月 郷土資料展示会「幻の田園都市から松竹映画都市へ」開催

　　　　　　　10月 「安田三郎氏寄贈写真整理の会(仮称)」発足し、以後ボランティア団体として活動

　　　　　　　11月 写真展「幻の田園都市から松竹映画都市へ」開催

　　13(2001)年７月 「大町の昔の町並展」開催

　　　　　　　11月 写真展「大町の昔の町並展」開催

　　14(2002)年３月 植木小坂家・山崎関根家・関谷平井家所蔵古文書の目録を「郷土史料を読む会」

「虫の会」の協力により作成。また、町内会の協力により「大町」の昭和初期

の町並みについて聞き取り調査をし地図を作成

　　　　　　　11月 「近代史資料室よもやまばなし」開催

　　15(2003)年３月 写真展「玉縄城今むかし」開催（共催：玉縄歴史の会）

　　　　　　　８月 写真展「鎌倉・太平洋戦争の痕跡」開催

　　16(2004)年３月 「鎌倉・太平洋戦争の痕跡」刊行

　　17(2005)年３月 資料集第13集『幻の田園都市から松竹映画都市へ』刊行
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　　　　　　　　３月 写真展「古都・鎌倉へのまなざしと思い－安田三郎写真展」開催

　　　　　　　７月 写真展「鎌倉・太平洋戦争の痕跡」開催

　　　　　　　８月 旧大船支所建物実測調査を実施

　　　　　　　12月 資料集第14集『大街堂日記』刊行

　　18(2006)年３月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する１」開催

　　　　　　　５月 鎌倉アカデミア創立60周年記念祭実行委員会主催「鎌倉アカデミア創立60年記念－

市民と語る集い」において「鎌倉アカデミア60年の軌跡」を展示

　　　　　　　７月 展示「鎌倉アカデミア60年の軌跡」開催

　　19(2007)年３月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する２」

　　　　　　　５月 「鎌倉アカデミアを伝える会2007」に資料提供（この後毎年開催）

　　　　　　　８月 第１回ミニ展示「鎌倉の海－隠居籠のある風景」開催

　　　　　　　11月 第２回ミニ展示「江戸時代の古文書を読んでみよう」

　　　　　　　11月 写真展「古都鎌倉へのまなざし～中央図書館収蔵写真より」開催

　　20(2008)年３月 写真展「昭和の風景～暮らしともの」

　　　　　　　５月 第３回ミニ展示「鎌倉の疱瘡」開催

　　　　　　　９月 第４回ミニ展示「『鎌倉震災誌』ができるまで」開催

　　　　　　　９月 シンポジウム「関東大震災と鎌倉」浅見茂雄氏　ＮＡＭＡＺＵの会

　　　　　　　10月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する３」

　　　　　　　11月 『鎌倉谷戸の記録　上・下』刊行　

　　21(2009)年３月 第５回ミニ展示「鎌倉の鳶－先達の足跡」開催

写真展「鎌倉の谷戸を記録する４」

　　　　　　　８月 第６回ミニ展示「小学校教科書－明治・大正」開催

　　　　　　　９月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する５」

　　22(2010)年５月 100周年記念事業の準備、資料収集（大津家資料他写真資料）、資料集の刊行準備

　　23(2011)年７月 鎌倉市図書館開館100周年記念事業関連展示「鎌倉海浜ホテル追憶」（鎌倉文学館）

　　　　　　　９月 同「鎌倉海浜ホテル追憶」（由比ガ浜：ジャックと豆の木）

　　24(2012)年１月 第７回ミニ展示「鎌倉の高札－寺分村より」開催

　　　　　　　３月 ギャラリートーク「高札の字を読んでみよう」

　　　　　　　４月 「近代史資料担当」となり、図書館職員１名が兼務で配置

　　　　　　　４月 総務部総務課の「市史編さんに関する事務」を補助執行開始

　　　　　　　６月 資料展示「昭和初期の理想郷　古き良き鎌倉山の姿」

　　　　　　　６月 シンポジウム「昭和初期の理想郷　古き良き鎌倉山の姿」（中央図書館多目的室）

　　25(2013)年３月 「近代史資料室だより」第一号発行

　　　　　　　９月 郷土資料展「90年前の関東大震災と鎌倉－震災写真からみえるもの－」開催

　　　　　　　９月 講演会「1923年大正関東地震による津波」開催

　　26(2014)年１月 「近代史資料室だより」第二号発行

４月 歴史的公文書選別試行開始

７月 郷土資料展「図書館に集まったお宝たち－ふるさと鎌倉展－」

10月 「近代史資料室だより」第三号発行

27(2015)年３月 デジタルアーカイブをホームページ上で公開

28(2016)年２月 郷土資料展「今昔写真展「鎌倉を見つめた写真家たち－鈴木正一郎28年間の記録

を中心に－安田三郎・皆吉邦雄の３人展」開催
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６月 鎌倉アカデミア創立70周年記念祭を材木座光明寺の書院、開山堂、本堂にて開催

８月 鎌倉駅地下道ギャラリー50全面で２月に開催した郷土資料展の中から鎌倉地域の

写真を58点抜粋し、２週間展示

29(2017)年１月 鎌倉生涯学習センター地下ギャラリーで開催された鎌倉市文化協会・鎌倉写真連盟

主催の「新春ギャラリー展2017写真の力」に協力参加、「なつかしい風景－新春の

鎌倉を中心に－鈴木正一郎写真より」として氏撮影の写真約60枚を展示

３月 『鎌倉震災手記－98人が綴る鎌倉の関東大震災記録－』刊行
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＊人口は平成29年４月１日現在

（１）　主な図書館活動指標

①　登録率：市民が貸出登録をしている割合

登録者数 78,996

人口 172,352

②　貸出比：市民一人当たりの貸出点数（本・雑誌・ＡＶ、以下同）

貸出点数 1,349,752

人口 172,352

③　利用比：登録者一人当たりの貸出点数

貸出点数 1,349,752

登録者数 83,631

④　資料回転率：一点の資料が年間どれだけ利用されたか

貸出点数 1,349,752

所蔵点数 622,328

⑤　資料保有数：市民一人当たりの資料点数

所蔵点数 622,328

人口 172,352

⑥　資料費：市民一人当たりの図書等の資料費

26,886,688

人口 172,352

⑦　予約貸出比：総貸出点数にしめる予約資料貸出の比率

予約処理件数 368,323

貸出点数 1,349,752

11．グラフ編

＝ × 100 ＝ 45.8% 40.5%

＝ ＝ 7.8点 5.7点

＝ ＝ 16.1点 14.7点

＝ ＝ 2.2回 1.7回

3.3点

15.5%

＝ ＝ 3.6点

＝ × 100 ＝ 27.3%

＝ ＝ 156円 162円
平成28年度資料購入費

県内 人口10万人以上20

万人未満の５市

(鎌倉、秦野、座間、海

老名、伊勢原)

平成28年度数値の平均値
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（２）　図書館費と資料購入費の推移（当初予算）

図書館費と資料購入費の推移 単位：千円

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

55,269,698 58,082,000 60,721,500 61,364,000 60,785,600

136,611 134,631 126,393 123,245 136,359

31,797 27,230 27,455 24,979 26,887

（３）　資料数の推移 

単位：点

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

540,385 540,505 545,781 553,068 555,600

44,507 44,238 45,020 45,587 45,783

24,158 24,158 22,795 22,823 20,944

609,050 608,901 613,596 621,478 622,327

図　書

雑　誌

Ａ　Ｖ

計

一般会計

図書館費

資料購入費

×100 0.047% 0.045% 0.041% 0.044%
資料購入費

一般会計
0.058%

0.000%

0.010%

0.020%

0.030%

0.040%

0.050%

0.060%

0.070%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

図書館費と資料購入費の推移

図書館費

資料購入費

資料購入費

比率

単位：千円

540,385 540,505 545,781 553,068 555,600

44,507 44,238 45,020
45,587 45,783

24,158 24,158 22,795
22,823 20,944

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

資料数の推移

Ａ Ｖ

雑 誌

図 書

単位：点
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（４）　貸出点数の推移

貸出点数の推移 単位：点

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

457,297 433,489 408,252 404,964 380,470

238,590 222,113 211,529 214,252 209,898

264,705 271,441 264,049 266,843 261,338

330,937 280,282 297,450 313,378 295,280

228206 220,195 201,083 212,162 202,766

1,519,735 1,427,520 1,382,363 1,411,599 1,349,752

（５）　年度別予約処理件数の推移 

　平成16年度にインター

ネットからの予約受付を

開始したため、予約件数

が大幅に伸びています。

総貸出点数1,411,599点

に対し、予約貸出点数は

379,352点で、その比率

は26.9％です。
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（６）　年度別レファレンス件数の推移

　レファレンスサービ

スは、調査、研究、日

 常生活のさまざまな疑

問などを解決するため

に、資料や情報を提供

するサービスです。

　　　　・本の修理講座修了者による本の修理ボランティア開始平成14年度にレファ

レンス基準を見直し、

以後はよりきめ細かく

集計するようにしてい

ます。

昭和49年10月 中央図書館開館

55年５月 深沢図書館開館

57年10月 大船図書館開館

62年４月 玉縄図書館開館

平成７年７月 コンピュータ導入・市内図書館オンライン化

10年２月 本の相談コーナー設置

11年３月 腰越図書館開館

平成16年３月 利用者端末からの予約受付開始

４月 インターネットからの予約受付開始

21年10月 インターネットのログイン機能追加

27年３月 図書館システム更新
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（７）ベストリーダー（最多利用資料）

鎌倉市図書館での、最多利用資料を上位10位まで紹介します｡

平成28年４月１日～平成29年３月31日で、貸出回数の多かったものです。

【一般書・文学】 【一般書・文学以外】 【映像資料】

１　村上海賊の娘 上巻 （和田竜） １　人生がときめく片づけの魔法 １　８ミニッツ

２　村上海賊の娘 下巻 （和田竜） 　　　（近藤麻理恵） ２　崖の上のポニョ

３　舟を編む （三浦しをん） ２　フランス人は10着しか服を持た ３　Ｍｒ．インクレディブル

４　海賊とよばれた男 上 （百田尚樹）　ない（ジェニファー・Ｌ．スコット）４　俳優　笠智衆

５　祈りの幕が下りる時 （東野圭吾） ３　人生がときめく片づけの魔法　２ ５　インディ・ジョーンズ　２

６　明日の子供たち （有川浩） 　　　（近藤麻理恵） ６　プラダを着た悪魔

７　マスカレード・イブ （東野圭吾） ４　毎日がときめく片づけの魔法 ６　ミス・ポター

７　竹屋ノ渡 （佐伯泰英） 　　　（近藤麻理恵） ６　西の魔女が死んだ

９　旅立ノ朝 （佐伯泰英） ５　家族という病 （下重暁子） ９　ゲド戦記

10　火花 （又吉直樹） ６　楽しくしまってスッキリ暮らす 10　硫黄島からの手紙

「無印良品」で覚える収納のコツ

６　なんにもない部屋の暮らしかた

　　　（ゆるりまい）

８　嫌われる勇気 （岸見一郎）

９　とっておきの鎌倉100

　　　（鎌倉地元民の会）

10　新・片づけ術断捨離

　　　（やましたひでこ）

【児童書】 【絵　本】 【録音資料】すべてＣＤ

１　かいけつゾロリの大どろぼう １　しろくまちゃんのほっとけーき １　スタジオジブリの歌　

 　　（原ゆたか） 　　（わかやまけん） ２　のだめカンタービレＢＥＳＴ100

２　かいけつゾロリのだ・だ・だ・ ２　ぷくちゃんのすてきなぱんつ 　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｂｏｘ

 だいぼうけん！ 前編 （原ゆたか） 　　（ひろかわさえこ） ３　マイケル･ジャクソン　キング･

３　かいけつゾロリはなよめと ３　がたんごとんがたんごとん 　オブ･ポップ (マイケル･ジャクソン)

　ゾロリじょう （原ゆたか） 　　（安西水丸） ４　ＡＲＡＳＨＩ　Ｄｒｅａｍ

４　ルドルフとイッパイアッテナ ４　どんどこももんちゃん 　“Ａ”ｌｉｖｅ (嵐)

　　 （斉藤洋） 　　 (とよたかずひこ) ５　ラフマニノフ：ピアノ協奏曲

５　かいけつゾロリのなぞのおたか ５　みずちゃぽん　（新井洋行） 　第２番 （ラフマニノフ）

　ら大さくせん 後編 （原ゆたか） ６　なーんだなんだ　 ６　ハジマリノウタ

６　かいけつゾロリのおばけ 　　　(カズコ・Ｇ．ストーン)     （いきものがかり） 

　大さくせん （原ゆたか） ７　ぴょーん　（まつおかたつひで） ７　ピアノ・ベスト　101

７　かいけつゾロリのなぞのおたから ８　くっついた　（三浦太郎） ８　Ｓｉｎｇｌｅｓ 2000

　大さくせん 前編 （原ゆたか） ９　むしさんどこいくの？ 　　　（中島みゆき）

８　かいけつゾロリのだ・だ・だ・ 　　（得田之久） ８　絢香　ａｙａｋａ'ｓ

　だいぼうけん！ 後編 （原ゆたか） 10　まるまるころころ　（得田之久） 　Ｈｉｓｔｏｒｙ 2006－2009 （絢香）

９　ひみつのきもちぎんこう ８　クライマックス 70'ｓ

　　 （ふじもとみさと） 　サファイア

10　ワンダー （Ｒ．Ｊ．パラシオ） 　
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（８）ベストオーダー（最多予約資料）

鎌倉市図書館での、最多予約資料を上位10位まで紹介します。

平成28年４月１日～平成29年３月31日で、予約回数の多かったものです。

【一般書・文学】 【一般書・文学以外】 【映像資料】

１　ツバキ文具店（小川糸） １　どんなに体がかたい人でも １　サウンドオブミュージック

２　コンビニ人間（村田沙耶香） 　ベターッと開脚できるようになる １　崖の上のポニョ

３　羊と鋼の森（宮下奈都） 　すごい方法　（Ｅｉｋｏ） ３　となりのトトロ

４　蜜蜂と遠雷（恩田陸） ２　言ってはいけない （橘玲） ３　千と千尋の神隠し

５　九十歳。何がめでたい（佐藤愛子）３　嫌われる勇気 （岸見一郎） ３　ハウルの動く城

６　海の見える理髪店（荻原浩） ４　最後の秘境東京藝大 （二宮敦人） ６　天空の城ラピュタ

７　コーヒーが冷めないうちに ５　住友銀行秘史 （國重惇史） ７　トムとジェリー／テイルズ２

　　（川口俊和） ６　サピエンス全史 上 ７　８ミニッツ

８　希望荘（宮部みゆき） 　　　（ユヴァル・ノア・ハラリ） ９　ハリー・ポッターと賢者の石

９　危険なビーナス（東野圭吾） ６　サピエンス全史 下 ９　風の谷のナウシカ

10　みかづき（森絵都） 　　　（ユヴァル・ノア・ハラリ）

８　フランス人は10着しか服を持たない 

　　　（ジェニファー・Ｌ．スコット）

９　一流の育て方 （ムーギー・キム）

10　難しいことはわかりませんが、お金の

　増やし方を教えてください！ （山崎元）

【児童書】 【絵　本】 【録音資料】すべてＣＤ

１　鹿の王 下（上橋菜穂子） １　このあとどうしちゃおう １　日本の恋と、ユーミンと。

２　君の名は。（新海誠） 　　　（ヨシタケシンスケ） 　　　　　　　　（松任谷由実）

３　鹿の王 上（上橋菜穂子） ２　もうぬげない（ヨシタケシンスケ）２　Ｓｉｎｇｌｅｓ　2000

４　戦国時代のサバイバル（トリル） ３　めがねがなくてもちゃんとみえて 　　　　　　　（中島みゆき）

５　鎌倉時代のサバイバル 　るもん！　（エリック・バークレー）３　絢香 レインボーロード（絢香）

　　　（イセケヌ） ４　りゆうがあります ４　ピアノ・ベスト　101

６　おならくらげ（ささきあり） 　　　（ヨシタケシンスケ） ４　クライマックス　70'ｓ

６　飛鳥時代のサバイバル（細雪純） ５　３びきのかわいいオオカミ  　サファイア

８　鳥のサバイバル２（ゴムドリｃｏ．)　　　（ユージーン・トリビザス） ６　ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ

９　ジンベエザメのはこびかた ６　ふまんがあります 　 ＴＨＥ ＢＥＳＴ！　私のドリカム

      （松橋利光） 　　　（ヨシタケシンスケ） 　 （ドリームズ・カム・トゥルー）

９　弥生時代のサバイバル（市川智茂）７　りんごかもしれない ７　ＪＡＺＺ　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ

　　　（ヨシタケシンスケ） 　ＰＲＥＭＩＵＭ　ＢＯＸ

７　世界でいちばん貧しい大統領の ７　クライマックス 70's ルビー

　スピーチ　（ムヒカ） ９　スタジオジブリの歌

９　みずたまのたび（アンヌ・クロザ）９　ＦＵＮ！ＦＵＮ！ＦＡＮＦＡＲＥ！

10　バンブルアーディ 　　　　　(いきものがかり)

　　　（モーリス・センダック）
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　　12．鎌倉市図書館資料管理方針（抄）

鎌倉市図書館の資料に関する収集・保存・除籍に関する方針を定めたものです。変化する

社会情勢に対応し、新しいメディアの活用も視野に入れ、「サービス計画」に沿って充実し

た資料の構築や資料構成をめざします。　

この方針の概要は次のとおりです。細目については、各図書館でご覧ください。

１　資料の収集

本市図書館では「鎌倉市図書館サービス計画」に記述しているように、公共図書館の

基本機能である資料提供を支えるものは、魅力ある充実した情報・資料と考えています。

この資料を構成していくための資料収集は、図書館業務の中で最も重要な業務の一つで

す。寄贈や他機関との協力による収集も含め、次の収集方針に基づきます。

　１－１　収集基本方針

　１－２　各館の資料収集

　１－３　資料別収集方針

２　資料の保存・除籍

　各図書館では、限りあるスペースの中で、資料を利用しやすい状態に維持していくこ

とが重要です。例えば、資料を保存書庫に移したり、図書館の資料から除籍したりして、

常に魅力ある書架作りに努めています。そこで、次の保存・除籍の方針に沿ってその管

理にあたっています。

　なお、保存・除籍の際にも「図書館の自由に関する宣言」（日本図書館協会）を尊重

しています。

　２－１　保存基本方針

　２－２　除籍基本方針

３　資料管理委員会

　「図書館サービス計画」で記述している資料の充実を図るためには、資料構成のバラ

ンスを考えた資料の収集・管理を行う必要があります。

　このため「資料管理委員会」を設け、資料収集・管理に努めています。

　３－１　構成メンバー

　３－２　活動内容
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◎　資料購入の流れ

◎　寄贈資料受入の流れ

◎　保存・廃棄資料の流れ

リクエスト 内容やデータの確認

書評リスト等か

らの発注の選定

分野ごとに新刊を

選定

レファレンス時に必要

な資料や更新資料

事業計画や市全体の施
策に係わる資料の選定

図書館

市 民

発 注

各館職員に

館 長 資料管理

蔵 書

寄 贈 受 入

市 民

団 体

確認作業 データ作成 蔵 書

資料管理

リサイクル

廃 棄

資料管理
委員会

蔵 書 除 架 作 業
各館職員に

よる選定
データ処理

除架資料の縦覧 保 存

廃 棄

リサイクル

開架書庫

閉架書庫

所蔵の有無

状 態

内 容

複本の有無

状 態

内 容
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13．第２次鎌倉市図書館サービス計画（抄）

鎌倉市の図書館は図書館サービスのあり方の指針となる「鎌倉市図書館サービス計画」

を平成12年に策定、市民とともに歩む図書館をめざしてサービスを進めてきました。

年々変化する社会情勢に伴い、教育機関としての図書館が果たす役割を新たに見直し、

平成26年度から平成30年度までの５年間の計画として「第２次鎌倉市図書館サービス計画」

の策定を行いました。図書館協議会による、基本方針の答申を受け、市民アンケートやパ

ブリックコメント（意見募集）の実施等、多くの市民意見を取り入れ、平成26年４月に、

教育委員会の承認を受けました。

第１次鎌倉市図書館サービス計画が、４つのサービスの柱「資料・情報提供」「鎌倉の

歴史文化の継承」「市民とともに」「図書館の自由を守る」をもとに構成されていました。

第２次計画では第１次計画の基本的な考え方を継承しながらも、３つの基本目標を今後

５年間の図書館サービスの方針として位置付け、社会情勢の変化に対応できる新たな取り

組みを提案しました。今後、さらに市民に役立つ図書館をめざして、事業に取り組み、計

画を推進します。

図書館の役割である２つのミッション（使命）

○　市民の知る自由を保障する

○　利用者の秘密を守る

基本目標である３つのビジョン

○　図書館は生涯学習の拠点

図書館ネットワークの構築／利用者に応じた読書の支援／資料・情報の提供

／施設設備の整備と提供

○　鎌倉ならではの図書館

地域の資料・情報の活用／図書館からの情報発信／地域との連携

○　市民とともに創る図書館

市民参画と協働／市民の声を活かすしくみ／市民の学習成果を活用する機会

の提供／図書館協議会の活動／図書館を支える職員の配置と研修

全文は、鎌倉市図書館ホームページを参照してください。

https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/hp/html/service2.pdf
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14．利用案内
◆　開館時間　

・　月～水曜日、土・日曜日は午前９時～午後５時

・　木・金曜日は午前９時～午後７時（祝・休日の場合は午後５時まで）

◆　休館日

・　定期休館日：毎月最後の月曜日（ただし12月は28日）

・　年末年始：12月29日～１月３日

・　特別整理期間：年間７日～10日

◆　登録

　次に該当する方は、住所が確認できれば「鎌倉市図書館カード」を作ることができます。

・　鎌倉市に在住・通勤・通学している方（通勤・通学の方は通勤・通学先の所在地の確

認も必要です。）

・　藤沢市・逗子市・葉山町・横須賀市・三浦市・横浜市に在住の方（一部サービスに制

　　限があります）

◆　貸出数・貸出期間
・　図書（雑誌を含む）…１人10冊・２週間

〔 いろいろなサービス 〕

◎　予約
　図書館で所蔵している本（貸し出し中の本も含む）、図書館で所蔵していない

本の予約を受け付けており、できる限り提供できるように努めています。ＡＶ資

料は鎌倉市図書館で所蔵しているもののみ予約を受け付けます。

いずれもホームページからお申し込みができます。

◎　レファレンス

　調べもののお手伝いをします。

◎　複写サービス

　図書館所蔵の資料を有料でコピーすることができます。

　白黒コピーは１枚10円。カラーコピーはＢ４版までが１枚50円、Ａ３版は１枚

80円です。（カラーコピー機は中央図書館のみにあります）

◎　インターネット

　どなたでも無料でホームページを閲覧することができます。

◎　おはなし会

　各図書館で、乳幼児や児童を対象に絵本の読み聞かせ等を行っています。

◎　広域利用

　藤沢市の図書館（市民図書室を除く）と逗子市・葉山町・横須賀市・三浦市の

図書館で、鎌倉市在住の方が図書館カードを作り資料を借りることができます。

◎　障がい者サービス

　視覚障がいのある方に、朗読テープ・デイジー・点字本を郵送（無料）で貸出

しています。

　障がいの重い方には、図書を郵送（無料）で貸出しています。

◎　訪問サービス

　市内の小学校などを訪問し、図書館の案内やブックトーク等を行っています。
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　　15．図書館案内図

■ 中央図書館
〒248-0012 御成町２０－３５

電話 ０４６７－２５－２６１１

● ＪＲ鎌倉駅西口から徒歩７分

◎ 御成小学校に隣接し、緑豊かな住宅地にあ

ります。鎌倉市図書館の中心として地域館へ

のバックアップも重要な役目です。

◎ 鎌倉時代の中心地だったという特色から、

全国から寄せられる鎌倉に関する問い合わせ

に応えられるよう、郷土資料の充実にも力を

入れています。

◎ 明治、大正、昭和の鎌倉の資料を収集し、

研究する「近代史資料室」があります。

◎ 昭和49年現在地に開館。この時からＡＶ資

料の収集、貸出を行っています。書庫には約

9,000点の ＬＰレコードがあります。

◎ 16ミリ映写機、16ミリフィルムなどの貸出

をしています。

◎ 視覚障がい等の方に、朗読テープ、点字本、

デイジーを郵送するサービスをしています。

■ 腰越図書館
〒248-0033 腰越８６４

電話 ０４６７－３３－０７１１

● 江ノ電腰越駅から徒歩12分

● 湘南モノレール西鎌倉駅から徒歩10分

● 中川バス停（江ノ電バス）すぐ前

◎ 腰越行政センターの３階にあります。

◎ 平成11年に開館した市内で一番新しい図

書館です。

◎ ３階にあるため明るく開放的な雰囲気、

眺めもよし！

◎ １階の奥には「親水公園」があり、川に

降りて遊べることが自慢です。

- 67 -



■ 深沢図書館
〒248-0022 常盤１１１－３

電話 ０４６７－４８－００２２

● 湘南モノレール湘南深沢駅から徒歩５分

● 深沢バス停（京急）より３分

● 深沢小学校前バス停（江ノ電・京急）より

５分

◎ 深沢行政センターの２階にあります。

◎ 中央図書館に次いで、市内では２番目にで

きた図書館で昭和55年に開館しました。

◎ 地域館の中では一番広いスペースをもち、

明るくゆったりした雰囲気。

■ 大船図書館
〒247-0056 大船２－１－２６

電話 ０４６７－４５－７７１０

● ＪＲ大船駅東口から徒歩７分

● 大船行政センターバス停（江ノ電バス）

すぐ前

◎ 大船行政センターの２階にあり昭和57年に

開館しました。

◎ 大船の台所、仲通商店街のすぐそば。

ＪＲ、モノレールの大船駅に近く、交通の便

のよいところにあります。

◎ スペースが狭い、というところが難点です

が、親しみやすく活気のある図書館です。

■ 玉縄図書館
〒247-0072 岡本２－１６－３

電話 ０４６７－４４－２２１８

● ＪＲ大船駅西口から徒歩15分

◎ 玉縄行政センターの２階にあり昭和62年に

開館しました。

◎ その昔、北条早雲が築いた玉縄城（現在は

城址のみ）の麓に位置しています。

◎ 近くを柏尾川が流れ、県立フラワーセンター

も近接しています。
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16．用語解説

用　　語 解　　　　　　　　　　　　説

Ａ Ｖ 資 料
ＡＶはＡＵＤＩＯ ＶＩＳＵＡＬの略で視聴覚資料のこと、ビデオ･ＤＶＤ・Ｃ

Ｄ・カセットテープ・レコードなどをいいます。

おはなし会
本と子どもを結びつける方法の一つ。絵本の読みきかせ、パネルシアター、紙

芝居、おはなし（ストーリーテリング）などを行います。

鎌倉市図書館
サービス計画

図書館サービスの指針となるもので、平成12年に策定し、短期・中期・長期目
標をあげて取り組んできましたが、策定から10年余を経たので、平成25年度に
鎌倉市図書館協議会の答申を受け平成26年に第２次鎌倉市図書館サービス計画を
策定しました。

鎌倉市図書館
資料管理方針

充実した資料の構築やバランスのよい資料構成を目指すために、鎌倉市図書館
の資料に関する収集・保存・除籍に関する方針をまとめたものです。

か ま く ら
図書館だより

鎌倉市図書館の広報誌です。お知らせや鎌倉・図書館にゆかりの方のインタ
ビューなどを掲載しています。

ＫＬ－ＮＥＴ
「神奈川県図書館情報ネットワーク」の略称。神奈川県立図書館・神奈川県立

川崎図書館の所蔵資料の検索と、県内各図書館への資料提供依頼ができます。
（業務用）

広 域 利 用
行政区域を越えて、それぞれの市民が相互に図書館資料を利用できるシステム

のことです。

国立国会図書
館 総 合 目 録
ネットワーク

県域を越えた公共図書館の日本で出版された本の目録ネットワークで平成10年
度に始まった国立国会図書館の事業です。

子 ど も
読 書 の 日

「子どもの読書活動の推進に関する法律」で４月23日を「子ども読書の日」と
定めています。子どもの読書活動についての関心と理解を深め、子どもが積極的
に読書活動を行う意欲を高めるために設けられたものです。

子どもの読書
活動の推進に
関 す る 法 律

子どもが自主的な読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境
の整備を図るために平成13年12月に交付・施行された法律です。

子 ど も 読 書
活動推進計画

「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づいて平成14年に国の基本的な計
画が策定されました。国の計画に基づいて、市町村の計画を策定することが推奨
されており、鎌倉市では平成20年に鎌倉市子ども読書活動推進計画を、さらに平
成25年度には第２次計画を策定しました。

司   書
資料を知り、人を知り、人と資料を結ぶのが仕事です。図書館法に図書館に置

かれる専門的職員を司書と称すると規定されています。

視 聴 覚
ライブラリー

広くはＡＶ資料を含みますが、当館では16ミリ映写機材、フィルム、スライド
映写機などを指し、中央図書館を窓口に貸出を行っています。

資   料
本・雑誌・新聞・ＡＶ資料など、図書館で閲覧・貸出・調査などに使うものの

総称です。

- 69 -



用　　語 解　　　　　　　　　　　　説

ス ト ー リ ー
テ リ ン グ

語り、すばなしともいいます。本などのテキストを見ないでおはなしをするこ
とです。

団 体 貸 出
図書館から遠隔地にお住まいの方や、子ども文庫、読書会などの団体を対象

に、深沢図書館を窓口にして貸出を行っていましたが、平成27年３月末に終了し
ました。

デ イ ジ ー

視覚障がい者や印刷物を読むことが困難な人々のためのＣＤ－ＲＯＭ形式のデ
ジタル録音資料です。専用の機械（プレクストーク）やパソコンにソフトウェア
をインストールして再生できます。プレクストークは、視覚障がい者の日常生活
用具給付制度の対象品になっています。２級以上の方が対象です。

特 別 整 理
各図書館で１年に１回程度、全資料の点検作業、蔵書構成の見直し、書架移動

などを行っています。

図書館協議会
図書館法の定めにより設置されたもので、学校教育、社会教育の関係の有識者

および公募の市民からなる館長の諮問機関です。図書館の運営に関する協議が行
われます。希望者は傍聴できます。

図書館の自由
に関する宣言

図書館が国民の知る権利を保障する機関として、その機能を全うするため、資
料収集の自由、資料提供の自由、利用者の秘密の厳守、検閲の反対について日本
図書館協会により定められた宣言です。昭和54年改訂。（裏表紙参照）

図　書　館　法
昭和25年４月30日公布。公立図書館等の設置・運営について規定しています。

平成20年６月と平成23年８月に一部が改正されました。

図 書
リ サ イ ク ル

　図書館で不要になった本を希望者に無料でお譲りしています。
各図書館にコーナーを常設していますので、ご自由にお持ち帰りください（１

回５冊まで）。

ブックスタート

地域に生まれたすべての赤ちゃんと保護者を対象に、赤ちゃんと保護者が絵本
を介して、ことばのコミュニケーションを持つことを支援する活動のことです。

メッセージを直接伝えながら絵本を手渡すことで、家庭での絵本の時間を作る
きっかけとなります。平成17年７月より実施しています。

ブックトーク
特定のテーマで何冊かの本を紹介することです。本と読者を結びつけるきっか

けを与えることを目的としています。

ブラウジング
コ ー ナ ー

　軽読書室のことです。新聞・雑誌などを気軽に読めるコーナーです。

ヤングアダルト
（ＹＡ）

ヤングアダルトとは、若い大人という意味で10代の利用者を指します。児童と
成人の中間に位置する10代を独特の配慮を要する利用者層として位置づけヤング
アダルトサービスを行っています。

予   約

利用者の求める資料が、貸出中などの理由によってその場にないときにできる
だけすみやかに提供することを約束するサービスです。
これは、図書館のもっとも重要な業務の一つである貸出を確実に行ううえで、読
書案内とともに不可欠のサービスです。

レファレンス
（サービス）

図書館に寄せられる質問・相談に対して、図書館の資料と機能を活用して援助
するサービスのことです。
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17．鎌倉市図書館振興基金

鎌倉市図書館振興基金は、平成23年度に図書館開館100周年を迎えたことを記念して市民

からの要望もあり設置いたしました。　

（１）　設立の経緯

　　鎌倉市の図書館は、明治44（1911）年に設立され、平成23（2011）年７月に開館100

周年を迎えました。この際、歴史を振り返る作業の中で、鎌倉の図書館の創設・発展に

は、その節目において市民の大きな支えがあったことが改めて確認できました。

　　鎌倉市の図書館は、｢市民が育てた図書館」であり、さらに資料の収集も含め図書館

の所有している鎌倉に関する貴重な郷土資料を後世に引き継いでいくことが市民にとっ

ても重要であることも再認識されました。そこで、100周年という節目を契機にこれら

の重要かつ貴重な資料を収集する事業などを推し進めるために「基金」を新設し、寄

付金を募ることとしたものです。

（２）　基金の使用目的

　　鎌倉市に関する貴重な資料の収集や、それらを大切に保管するための費用に使いま

す。

　　鎌倉に関する貴重な資料とは、古地図・古絵図、在住の著名人から寄贈された蔵書

やサイン本、近現代を知るための紙資料・古写真・絵葉書などです。

　　平成27年度は、初めて基金を活用して「国際観光都鎌倉市観光鳥瞰図」（中村慈郎

作・絹本彩色原画）を購入し、お披露目展示会を開催しました。

（３）　これまでに寄附をいただいた金額

種別 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 計

募金箱 107,532円 69,159円 139,324円 171,820円 487,835円

振込（個人） 973,200円 198,000円 861,000円 2,000,000円 4,032,200円

振込（団体） 94,000円 70,000円 86,600円 20,000円 270,600円

利子 659円 3,846円 384円 614円 5,503円

総額 1,175,391円 341,005円 1,087,308円 2,192,434円 4,796,138円

（４）　平成28年度に募金をいただいたみなさま（２団体、37個人）

平成27年７月に鎌倉市においても「ふるさと寄附金制度」を開始され、従来の図書

館振興基金への振込みに加え、「ふるさと寄附金制度」を活用した寄附金も多く寄せ

られるようになりました。

○　ふるさと寄附金制度による寄附金額

　平成27年度 　 630,000円（14名）

　平成28年度  1,870,000円（32名）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条例第13号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鎌倉市図書館基金設置条例をここに公布する。

　　鎌倉市図書館基金設置条例

（趣旨及び設置）

第１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条第１項の規定に

基づき、本市の郷土資料をはじめとする貴重な図書館資料の収集、保存及び保管並びに

それに要する図書館設備の充実その他の図書館事業（以下「事業」という。）の振興を図

るための財源に充てるため、鎌倉市図書館振興基金（以下「基金」という。）を設置し、

その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（積立て）

第２条　基金への積立金は、事業に賛同して寄せられた寄附金その他の収入金をもって充

てる。

（管理）

第３条　基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

２　基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。

（運用益金の処理）

第４条　基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編

入するものとする。

（繰替運用）

第５条　市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（処分）

第６条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　付　則

　この条例は、公布の日から施行する。

鎌倉市図書館基金設置条例

平成23年10月20日
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18．関係法規等
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　　　　○鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例

　

改正　平成40年１月29日条例１　　昭和49年６月21日条例16

　　　昭和55年３月31日条例17　　昭和57年９月28日条例10

　　　昭和62年３月28日条例28　　平成３年12月７日条例６

　　　平成10年12月10日条例15　　平成10年12月10日条例15

　鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

　　　鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例

　（趣旨）

第１条　この条例は、鎌倉市図書館（以下「図書館」という。）の設置及び管理について必

要な事項を定めるものとする。

　（設置）

第２条　本市は、図書館法（昭和25年法律第118号。以下「法」という。）の定めるところ

により、図書館を次のように設置する。ただし、必要に応じて分館、閲覧所、配本所等を

置くことができる。

名　称 位　　　置

鎌倉市中央図書館 鎌倉市御成町20番35号

鎌倉市腰越図書館 同　　腰越864番地

鎌倉市深沢図書館 同　　常盤111番地の３

鎌倉市大船図書館 同　　大船二丁目１番26号

鎌倉市玉縄図書館 同　　岡本二丁目16番３号

　（図書館の目的）

第３条　図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の

利用に供し、その教養、調査、研究及びレクリエーション等に資することを目的とする。

　（事業）

第４条　図書館は、法第３条の定めるところに従い、おおむね次の各号に掲げる事業を行

う。

⑴　図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の閲覧利用に供

し、又は貸出を行うこと。

⑵　分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び貸出文庫の巡回を行うこと。

⑶　読書会、研究会、鑑賞会及び資料展示会等を開催し、又はその奨励を行うこと。

⑷　学校及び社会教育施設等と連絡し、協力すること。

⑸　視聴覚ライブラリーを設け、その運営及び視聴覚教育を行うこと。

⑹　その他第３条の目的達成に必要な事業

昭和38年３月30日

条 例 第 ９ 号
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　（職員）

第５条　図書館に次の職員を置く。

　　館長

　　司書

　　司書補

　　事務職員

　　技術職員

　　その他必要な職員

　（委任）

第６条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は、昭和38年４月１日から施行する。

　（関係条例の廃止）

２　次に掲げる条例は、廃止する。

　　鎌倉市立図書館設置条例（昭和25年条例第74号）

　　鎌倉市図書館条例（昭和24年条例第60号）

　　　付　則（昭和40年１月29日条例１）

　この条例は、昭和40年２月１日から施行する。

　　　付　則（昭和49年６月21日条例16）抄

　（施行期日）

１　この条例は、別に規則で定める日から施行する。

　　　　　（昭和49年９月規則第39号により同年10月１日から施行）

　　　付　則（昭和55年３月31日条例17）

　この条例は、別に規則で定める日から施行する。

　　　　　（昭和55年４月規則第２号により同年５月１日から施行）

　　　付　則（昭和57年９月28日条例10）

　この条例は、昭和57年10月12日から施行する。

　　　付　則（昭和62年３月28日条例28）

　この条例は、昭和62年４月10日から施行する。

　　　付　則（平成３年12月７日条例６）

　この条例は、平成４年１月１日から施行する。

　　　付　則（平成10年12月10日条例15）

　この条例は、平成11年３月１日から施行する。
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　　　　○鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例
　　　　　施行規則

平成7年5月10日

教委規則第３号

改正　平成11年２月16日教委規則６　　平成13年３月30日教委規則６

　　　平成16年１月16日教委規則１　　平成21年８月26日教委規則４

　　　平成27年３月23日教委規則３

　鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。

　　　鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

　鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和38年４月教委規則第１号）の

全部を改正する。

目次

　第１章　総則（第１条～第８条）

　第２章　図書資料の館内閲覧（第９条・第10条）

　第３章　図書等の貸出し（第11条～第18条）

　第４章　図書資料の団体貸出し（第19条～第24条）

　第５章　雑則（第25条～第31条）

　付則

　　　第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この規則は、鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例（昭和38年３月条例第９号。

以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める

ものとする。

　（定義）

第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

⑴   図書資料　図書、文書、記録、逐次刊行物、紙芝居その他これらに類する資料をい

う。

⑵   視聴覚資料　ビデオテープ、フィルム、スライド、レコード、ＣＤ、録音テープ

その他の利用に当たり再生機器を必要とする資料をいう。

⑶   レコード等資料　視聴覚資料のうち、レコード、ＣＤ、録音テープ及びビデオ

テープをいう。

⑷　フィルム等資料　レコード等資料を除く視聴覚資料をいう。

⑸　視聴覚機器　視聴覚資料を再生するための機器をいう。

⑹　図書等　図書資料、視聴覚資料及び視聴覚機器をいう。
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　（開館時間）

第３条　鎌倉市図書館（以下「図書館」という。）の開館時間は、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認

めるときは、これを臨時に変更することができる。

⑴   木曜日及び金曜日（これらの日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

第３条に規定する休日に当たる場合を除く。）　午前９時から午後７時まで

⑵　前号に規定する日以外の日　午前９時から午後５時まで

　（休館日）

第４条　図書館の休館日は、次のとおりとする。

⑴　毎月最終月曜日（12月にあっては、28日）

⑵　12月29日から翌年の１月３日までの日

⑶   特別整理期間　１年に20日以内で教育委員会が定める日

２　前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日に臨時

に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

第５条及び第６条　削除

　（損害の弁償）

第７条　利用者が、その責めに帰すべき理由により、図書等を紛失、汚損又は破損したと

きは、現品又はそれに相当する代償を弁償しなければならない。

　（利用の制限）

第８条　図書館長（以下「館長」という。）は、図書館を利用しようとする者又は利用して

いる者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の利用を認めず、又はその利用を

中止させることができる。

⑴　この規則に違反したとき。

⑵　図書館を利用する他の者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

⑶　図書館の施設若しくは設備又は図書等を損傷するおそれがあると認められるとき。

⑷　公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

⑸　その他教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。

　　　第２章　図書資料の館内閲覧

　（閲覧の手続）

第９条　公開する図書資料は、閲覧の手続を要しない。ただし、館長が必要と認めたもの

については、館内閲覧票に記入し、手続をしなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、貴重資料の閲覧については、あらかじめ教育委員会の許可

を受けなければならない。

３　閲覧者は、閲覧終了後、閲覧した図書資料を所定の場所に返却しなければならない。

　（館内の秩序）

第10条　館内では静粛にし、指定の場所以外で喫煙してはならない。

　　　第３章　図書等の貸出し

　（貸出しの対象者等）

第11条　図書等の貸出しの対象者、貸出点数及び貸出期間は、次のとおりとする。
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区　分 貸出しの対象者 貸出点数 貸出期間

図書資料

⑴　本市に住所を有する者及び市
  内に通勤又は通学している者
⑵　近隣の市町に住所を有する者
　で館長が適当と認めたもの

10冊まで
　貸し出した日の翌日から起算
して２週間以内

レコード等資料 同上 ３点まで 同上

フィルム等資料

⑴　本市に住所を有する者及び市
　内に通勤又は通学している者
⑵　市内の団体で館長が適当と認
　めたもの

同上
　貸し出した日の翌日から起算
して１週間以内

視聴覚機器 同上 １式 同上

　（図書等の貸出制限）

第12条　次に掲げる図書等は、貸出しを行わない。ただし、特別の事由により、あらかじ

め教育委員会の許可を受けたものについては、この限りでない。

⑴　貴重資料、郷土資料、辞典、年鑑、便覧及び最新の逐次刊行物

⑵　その他館長が館外貸出しを不適当として指定したもの

　（貸出期間の特例等）

第13条　第11条に規定する貸出期間の末日が休館日に当たるときは、当該貸出期間は、同

条の規定にかかわらず館長が別に定める期間とする。

２　第11条及び前項に規定する貸出期間は、延長することができない。

　（貸出しの手続）

第14条　図書資料又はレコード等資料の貸出しを受けようとする者は、当該資料及び鎌倉

市図書館カード（第１号様式。以下「図書館カード」という。）を提示し、手続をしなけ

ればならない。

２　フィルム等資料又は視聴覚機器の貸出しを受けようとするものは、フィルム等資料・

視聴覚機器貸出申込書（第２号様式）により、次条第２項又は第３項に規定する書類等

を提示し、手続をしなければならない。

３　16ミリフィルム又は16ミリ映写機の貸出しを受けようとするものは、前項の貸出手続

の際に16ミリ映写機操作に必要な認定証を提示しなければならない。

　（図書館カードの交付）

第15条　前条第１項の図書館カードは、第11条に規定する図書資料及びレコード等資料の

貸出しの対象者で、鎌倉市図書館カード申込書（第３号様式。以下「図書館カード申込

書」という。）を館長へ提出したものに交付するものとする。

２　前項の規定による図書館カードの交付を受けようとする者は、住所を明らかにする書

類等を提示しなければならない。

３　前項の場合において、市内に住所を有しない者で市内に通勤又は通学しているものに

あっては、前項の書類等のほかに市内に通勤又は通学している旨を明らかにする書類等

を提示しなければならない。

　（貸出しの停止等）

第16条　館長は、図書等の貸出しを受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、

図書館カードの使用を停止し、若しくは無効にし、又は貸出しを停止することができる。
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⑴　貸出期間満了後に３回以上督促しても、なお返却を怠ったとき。

⑵   図書等を滅失し、又は著しく損傷したとき。

⑶　事実を偽って図書館カードの交付を受け、又は図書等の貸出しを受けたことが明ら

かになったとき。

⑷　図書館カード又は図書等を他人に貸与又は譲渡したとき。

　（変更の届出等）

第17条　図書館カードの交付を受けた者は、図書館カード申込書の記載事項に変更があっ

たとき、又は当該図書館カードを紛失したときは、直ちにその旨を届け出なければなら

　　　　・本の修理講座修了者による本の修理ボランティア開始

２　前項の規定により、氏名の変更又は図書館カードの紛失を届け出た者には、図書館カ

ードを再交付する。この場合において、再交付前の図書館カードは無効とする。

３　第15条の規定による書類等の提示は、第１項の規定による記載事項の変更の届出につ

いて準用する。

　（図書館カードの返却）

第18条　無効となった、又は第11条に規定する貸出しの対象者に該当しなくなった者に交

 　中央図書館）

　　　第４章　図書資料の学校貸出等

　（学校貸出等の対象)

第19条　図書資料の学校貸出等は、次に掲げる市内の学校等(以下「学校等」という。)

で、館長が適当と認めたものに対し行うものとする。

⑴   　保育所

⑵   　幼稚園

⑶   　認定こども園

⑷   　小学校

⑸     中学校

⑹     高等学校

⑺     子どもの家

⑻     子ども会館

⑼     その他教育委員会が適当と認めるもの

　(学校貸出等の手続)

第20条　学校貸出等を受けようとする学校等は、代表者を定め、図書館に申し込まなけれ

ばならない。

　(図書資料の管理)

第21条　学校貸出等を受けた図書資料の管理については、貸出しを受けた学校等の代表者

がその責任を負うものとする。

　(貸出しの冊数及び期間)

第22条　学校貸出等の図書資料の貸出冊数は、40冊以内とし、貸出期間は、４週間以内と

する。ただし、館長が特に必要と認めたときは冊数を変更し、又は期間を延長すること

ができる。
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　(利用の促進)

第23条　図書資料の貸出しを受けた学校等は、その利用の促進に努めなければならない。

　(準用規定)

第24条　第12条の規定は、学校貸出等について準用する。

　　　第５章　雑則

　（寄贈図書等の範囲）

第25条　寄贈を受ける図書等は、図書館の資料として一般の利用に供することができる資

料に限るものとする。

　（寄託図書等の範囲）

第26条　寄託を受ける図書等は、資料的価値の高い郷土資料に限るものとする。

　（寄託図書等の管理）

第27条　寄託された図書等の管理は、特別の契約のある場合のほか図書館所蔵のものに準

ずるものとする。

　（寄託図書等の返納）

第28条　寄託した図書等の返納を請求しようとする者は、名称、点数、住所及び氏名を記

入し、館長に届出なければならない。

　（免責）

第29条　寄託を受けた図書等の損失に対しては、その責めを負わないものとする。

　（費用の負担）

第30条　図書等の寄贈、寄託及び寄託した図書等の返還に要する費用は、寄贈者又は寄託

者の負担とする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

　（委任）

第31条　この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

　　　

　　　付　則

　（施行期日）

　この規則は、平成７年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　　　付　則（平成11年２月16日教委規則６）

　この規則は、平成11年３月１日から施行する。

　　　付　則（平成13年３月30日教委規則６）

　この規則は、平成13年４月１日から施行する。

　　　付　則（平成16年１月16日教委規則１）

　この規則は、平成16年３月１日から施行する。

　　　付　則（平成21年８月26日教委規則４）

　（施行期日）

１　この規則は、平成21年９月５日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の第11条の規定は、施行日以後に手続を行う図書資料の貸出しについて適用し、施行日前に

　手続を行った図書資料の貸出しについては、なお従前の例による。

　　　付　則(平成27年3月23日教委規則3)

　この規則は、平成27年4月1日から施行する。
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昭和25年8月21日

条 例 第 75 号

改正　昭和27年10月31日条例32　　昭和49年６月21日条例16

　　　平成24年3月27日条例50

　鎌倉市図書館協議会設置条例は、市議会の議決を経たから、次のように定める。

　　　鎌倉市図書館協議会設置条例

第１条   図書館法（昭和25年法律第118号）第14条の規定により、鎌倉市中央図書館に図書

館協議会を置く。

第２条　図書館協議会の委員の定数は、５名とする。

２　委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学

識経験を有する者並びに市民のうちから教育委員会が任命する。

第３条　委員の任期は、２年とし再任を妨げない。但し、補充委員の任期は前任者の残任

期間とする。

第４条　本協議会の運営に必要な事項は、別に規則をもつてこれを定める。

　　　付　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　付　則（昭和27年10月31日条例32）

　この条例は、昭和27年11月１日から施行する。

　　　付　則（昭和49年６月21日条例16）抄

　（施行期日）

１　この条例は、別に規則で定める日から施行する。

　　　　　（昭和49年９月規則第39号により同年10月１日から施行）

　　　付　則（平成24年３月27日条例50）

　　この条例は、平成24年４月１日から施行する。

○鎌倉市図書館協議会設置条例
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平成8年1月11日

教委規則第４号

　鎌倉市図書館協議会運営規則をここに公布する。

　　　鎌倉市図書館協議会運営規則

　（趣旨）

第１条   この規則は、鎌倉市図書館協議会設置条例（昭和25年８月条例第75号）第４条の

規定に基づき、鎌倉市図書館協議会（以下「協議会」という。）の運営について必要な事

項を定めるものとする。

　（委員長）

第２条　協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２　委員長の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。

３　委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

４　委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

　（会議）

第３条　協議会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。

２　会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

４　協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。

　（庶務）

第４条　協議会の庶務は、この協議会の所掌事務を所管する課等において処理する。

　（委任）

第５条　この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が会

議に諮って定める。

　　　付　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成８年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　鎌倉市図書館協議会運営規則（昭和25年８月規則第57号）の規定により行われた行為

は、この規則によるものとみなす。

○鎌倉市図書館協議会運営規則
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 図書館の自由に関する宣言（抜粋）

　　　　　1979年改訂　公益社団法人　日本図書館協会

　図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、

資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この

任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。

　　　第１　図書館は資料収集の自由を有する。

　　　第２　図書館は資料提供の自由を有する。

　　　第３　図書館は利用者の秘密を守る。

　　　第４　図書館はすべての検閲に反対する。

　　　　　　図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、

　　　　　あくまで自由を守る。
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