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● 鎌倉市図書館のホームページ

●Twitterで知られざる図書館情報 随時配信中

パソコンから
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

http://twitter.com/#!/kamakura_tosyok

●携帯電話から
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/i

2015 年３月に導入した新しいシステムで何が変わったのか、ご紹介します！
予約資料の取置きがなければ、セルフ貸出機
を使って自分で手続きをすることができます。
各館に１台ずつあります。

セルフ貸出機の導入

鎌倉市図書館所蔵の貴重資料 をデジタル化
したことにともない、これらをホームページに
公開・検索ができるようになりました！
また、近代史資料室で収集している古写真等
も検索できるようになりました。

近代史写真を デジタル化

行政資料探索、
さくっと！

鎌倉市の各部署が WEB に公開している計画
や資料、パンフレット等行政資料検索がよりス
ムーズになりました。

検索速度アップ

ホームページがリニューアル！検索のスピ
ードが速くなりました！→ 詳しくは次頁へ

WEB から図書館に
相談できる！

レファレンス（調べもの）をホームページか
ら受け付けできるようになりました。これまで
に受け付けた レファレンスを検索してご覧い
ただけるようにもなりました。

リクエストを
WEB からも受付

鎌倉市で所蔵していない資料のリクエスト
もホームページから受け付け できるようにな
りました。ただ悩み（詳細次頁）もあります。
→リクエスト・資料費については２ページへ

編集：鎌倉市中央図書館

〒248-0012

鎌倉市の図書館：腰越図書館(33)0711

鎌倉市御成町20-35

深沢図書館(48)0022
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 0467（25）2611

大船図書館(45)7710

玉縄図書館(44)2218

■前ページにあった

悩みとは？

現在、日本で流通している書籍の平均単価は2,199円で、鎌倉市の書籍を購入する
ための年間予算額は約26,000,000円です。したがって単純計算では１年間に約11,800
冊しか書籍を購入できないことになります。
３月４日以降のリクエストは１ヶ月で1,100冊を超えています! また、このほかに
カウンターで受け付けしたリクエストもあります。
資料費には、雑誌や参考・郷土資料、AV 資料の購入費も入っています。というわ
けで、リクエストいただいた本をすべて購入することができません。限られた予算の
中で、相互貸借等も最大限活用して、書籍の提供に努めていきます。
■

新しいシステムでできること
検索が便利になりました
・ 標記のゆれに対応：例えば、迷っても「子犬」でも「仔犬」でも「小犬」で
検索できます。長音（－）があってもなくてもヒットします。
・ 検索スピードがアップ：条件を２つ以上入れた、掛け合わせ検索を行っても、
検索スピードが落ちません！
所蔵のない本をリクエストできる
…所蔵のない資料への希望。鎌倉市に在住・在勤・在学している方が利用できま
す。CD・DVDなどのAV資料にはリクエストできません。
やり方は
① 検索結果画面にリクエストボタンが表示されます。
② ログインします。
③ タイトルなどの本の情報を入力します（１冊１件で上下巻なども巻数を指
定して、１冊１件で入力してください。
）
④ 「受取館」「連絡方法」などを選択してください。
⑤ 「登録」→「確認」で終了です。
⑥ 用意が出来ましたら連絡します。用意できない場合も連絡します。
シリーズ予約
…上下巻などの順番に読みたい本を、順番を指定してする予約。
…予約後でも、シリーズの順番指定や、追加、削除などの組み換えができます。
「いつか読みたい本」機能搭載
・
・

すぐは読めないけれど、いつか読みたい本をストックしておけます。
自分がすでに読んだ本の備忘録としてもお使いいただけます。いつか読みた
い本は200冊まで登録できます。
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◆今年度の事業はこれ！◆

◯図書館の利用に支障のある方への支援の充実
・ マルチメディア DAISY（音声・映像で読書
を支援する媒体）の学校への貸出
・ 多文化おはなし会やバリアフリー（手話付
き）おはなし会等の実施します

〜２０１５年の
「鎌倉市図書館重点目標」からご紹介〜
○鎌倉の鳥瞰図をお披露目

33.8cm×150.8cm

みなさまにご協力いただいている図書館へ
の寄付「図書館振興基金」で、初の貴重資料
を購入し、お披露目します（１０月５日～１
３日）。「国際観光都鎌倉市観光鳥瞰図」。

◯学校支援の充実
学校への搬送態勢の充実を目指します

◯ご存じですか？鎌倉の古写真がデジタル・アー
カイブになりました！
2015 年３月４日に開始した「安田写真」
「震
災資料」「貴重資料」を増やしていきます。
◯展示「鈴木正一郎氏写真」（昭和 30 年ごろの鎌
倉の写真）
2016 年 2 月 16 日～22 日正午
鎌倉生涯学習センターギャラリーで一挙公
開します。

◯図書館はつながって新しい広場になる！
図書館が市民や市の施設、地元の専門家と
協力して市民の新しい広場になります。
つながり先
・市の施設
・地元の専門的団体（神奈川県行政書士会・
社会福祉協議会成年後見センター・理研
よこはま等）
☆例えば、4 月 25 日は「鎌倉の至宝」（協力
先：鎌倉国宝館）

○インターネットで本や資料探しの相談開始
今までの相談例の検索が可能になりました。
Ｅメールによるレファレンスも開始しました。

秋、第７回 図書館まつり開催
市内各図書館で！市民協働で！開催します。 10 月 18 日～11 月 4 日

時

開催場所、
申し込み・問い合わせ

イベント（申込・定員）

日

記録映画「湘南モノレール」とトーク
（電話で先着 50 名）
ファンタスティック☆
カフェ（申込不要）

10/18（日）
13：30～16：00
10/19（月）
13：00～16：00

『かまくらの女性史』朗読会
（電話で先着 30 名）

10/19（月）
10：00～11：30

名越やすらぎセンター
℡25-1188

報告「歴史的公文書の保存」
（電話か E メールで先着 30 名）

10/21（水）
14：00～15：30

中央図書館 ℡25-2611
kama-lib@city.kamakura.
kanagawa.jp

手話付きバリアフリーおはなし会
（申込不要）

10/21（水）
11：00～11：30

大船図書館

深沢図書館

℡48-0022

中央図書館

℡25-2611

℡45-7710
次頁へつづく
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バリアフリー☆カフェ～福祉機器体験
（申込不要）
（機器体験のみ電話で先着６名）

10/22（木）
13：00～16：00

中央図書館

℡25-2611

なにか？ふしぎな！おはなし会～いろ
いろな国の絵本･わらべ歌･手あそび～
（申込不要）

10/23（金）
15：30～16：00

玉縄図書館

℡44-2218

修理講座ワークショップ
（申込不要）

10/29（木）
14：00～15：30

中央図書館

℡25-2611

展示「伊藤正道氏絵本展」

10/27（火）～
11/3（火）

市内各図書館

10/24（土）
① ファミリー向け
吉川久子フルートコンサート
12：30～13：00
（各回、電話か E メールで先着 80 名）
② 一般向け
18：00～19：00

中央図書館 ℡25-2611
kama-lib@city.kamakura.
kanagawa.jp

『かまくら女性史』朗読会
（電話で先着 30 名）

10/26（月）
13：30～15：00

玉縄すこやかセンター
℡47-1338

英語のおはなし会
（各回、電話で先着 10 組）

10/29（木）
10：00 と 11：00

玉縄図書館

℡44-2218

手話付バリアフリーおはなし会
（申込不要）

10/30（金）
11：00～11：30

中央図書館
Fax24-6544

℡25-2611

鎌倉の別荘地時代研究会成果発表会
10/31（土）
（Ｅメールまたは電話かハガキで先着
10：00～12：30
40 名）

中央図書館 ℡25-2611
kama-lib@city.kamakura.
kanagawa.jp
御成町 20-35

子ども映画会「スイミー」他
（電話で先着 50 名）

11/1（日）
10：00～12：00

中央図書館

℡25-2611

世界のおはなし会
～世界の言葉で聞くおはなし～
（申込不要）

11/3（火・祝）
10：00～11：00

腰越図書館

℡33-0711

11/4（水）
9：00～16：00

寒川文書館・鵠沼公民館
℡25-2611
kama-lib@city.kamakura.
kanagawa.jp

マイクロバスで行く寒川文書館・
鵠沼公民館
（電話かＥメールで先着 20 名）
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図書館へよせられた声
お寄せいただいた
声の一覧

施設について

業務運営について

本･雑誌･新聞について

＜平成 26 年度＞

件数

内

容
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・駅のブックポストについて
・館内設備について （机の配置・照明・コインロッカ
ーがあったらいい等）
・中央館のトイレについて
・館内の温度について
・閲覧席について
・カフェスペースについて ほか
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・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
・窓口の対応について
・図書館の利用マナーについて
・開館日・開館時間の拡大について

16

ほか

・まんがの購入希望について
・資料の充実について ほか

システムについて

6

・蔵書検索が使いにくい
・新システムになって使いづらくなった

そ

3

・励ましの言葉ほか

の

他

ほか

★中央館に洋式トイレが増えました
★マンガの予約ができるようになりました

おしらせ！
鎌倉市図書館の８月２６日のツイッター記事がなんと103,000件のリツ
イ―トをいただきました。
内容は、「9月の新学期に自殺する子どもが急増するため、どうぞ図書館
へいらっしゃい！図書館は居場所にもなるよ。」と呼びかけるものでした。
ヤフーニュースでは一時１位になり、テレビ各局、新聞、地方メディア、
また、アメリカやイギリス、アジアのメディアにも取り上げられるところ
となりました。これを契機に全国の図書館でも同様なメッセージが発信さ
れ、多くの人に図書館の大切な役割を知っていただくことができました。
図書館ツイッターのフォロワーは10,000人を超えました。ご支援ありが
とうございます。
図書館は財政難の中、課題も山積みですが、市民の皆さんの力もいただ
きながら、よりよい図書館サービスを目指していきます。
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