
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 鎌倉市図書館のホームページ 

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

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

●Twitterで知られざる図書館情報 随時配信中 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図書館では、みなさまにより利用してもらいやすいよう、開館時間の検討をしてい

ます。2017 年 6 月～8 月に、大船図書館と玉縄図書館において、職員体制・開館時

間変更の試行をしました。また、同時に、全館において、アンケートも行いました。 

ご協力、どうもありがとうございました。 
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職員体制・開館時間検討の 

試行・アンケートへのご協力 

ありがとうございました！ 

アンケートの結果は裏へ 

 

試行時の利用状況や運営の状況、アンケートから、集計分析をしました。 

主だったものは下記のようになります。 

・サービスの低下が危惧されている 

・夜間開館の希望は多い 

・シール投票では 20 時までの日を増やしてほしいという回答が多い 

・アンケートでは、全図書館計、試行実施館の大船・玉縄図書館、 

全てにおいて、19 時までの開館を希望する回答が最も多い 

  

● 平日の木・金曜日 ９時～19 時 
● それ以外の日   ９時～17 時 

● 定期休館日  月の最後の月曜日 

● 職員数 ３名（他、非常勤嘱託員） 

これらから、平成 30 年度の大船・玉縄図書館は、 

下記のようにすることにしました。 



 
 

 

 

 

 
実施期間：2017 年６月１日～８月 31 日 

※６月配布のアンケートには、★の部分に「サービスが限定されても」という表現がありました。 

７・８月配分のものは、その記述を削除しました。サービスを向上させていこうという中で表記す

ることはそぐわないためです。 

 

 

 

＜玉縄図書館開館時間＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大船図書館開館時間＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多 

多 

記述欄でいただいたご意見の一部をご紹介します。 

多 多 

全日9-17時 173 27%

全日10-18時 75 12%

★木金19時まで 129 20%

未記入 256 41%

全日9-17時 42 17%

全日10-18時 30 13%

木金19時まで 75 31%

未記入 94 39%

木金19時まで 283 45%

最終金のみ20時まで 72 11%

★20時までを増 120 19%

未記入 158 25%

木金19時まで 85 35%

最終金のみ20時まで 26 11%

20時までを増 69 29%

未記入 61 25%

図書館の職員体制・開館時間変更についてのアンケート 

６月配布アンケート 7・８月配布アンケート 



 

 

 

 

・勤め先など他市、都内の図書館も利用しますが、

みな遅くまでやっています。21 時までという所

もあります。鎌倉は短すぎると思います。 

 

・高校に通っており、テスト前の期間などに利用

させていただいております。中央図書館は木金

19 時まで開館しているので、学校の後にも立ち

寄れるので助かります。可能ならば、他の日も開

館時間の延長もぜひ考えていただきたいです。 

 

・図書館職員は正職員であるべき。図書館は文化

です。効率の名のもとに職員を非常勤にすべきで

ない。 

 

・夜間よりも早朝の取り扱いを希望します。 

 

・働いているので夜間に開館していると助かりま

す。子どもが保育園の後に図書館によれるのも助

かります。 

 

・現状では特に不便はありません。 

 

 

 

 

 

・図書館は貸本屋、レンタルショップとは違うと

思います。資料の収集・整備など経験の豊かな市

の正職員による作業が不可欠です。民間企業とは

違う公共的、長期的目的を持った施設であること

を重視してお考えいただきたいです。 

 

・図書館の休館日をずらしてほしい。 

 

・社会全般の効率化、システム化、予算削減等の

“流れ”からして、ある程度の“不便さ”はやむ

を得ないのでは。市の職員体制から非常勤職員へ

の転換は賛成です。 

 

・働く人が多い時代なので、遅くまで開館してい

ないと困る人がたくさんいると思う。仕事のあと

に行きたい人もいるので、20 時までの開館をど

の図書館にも希望。自宅から遠い図書館が 20 時

までやっていても車のない人は不便。今の時代、

利用する人のニーズに合わせたサービスを希

望！ 

 

・小学生だから分からないけど夕方でいいと思う。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

平成 30 年度は、中央図書館と腰越図書館で 

開館時間検討のための試行をします。 

ご理解ご協力をお願いいたします。 
 

 実施期間：平成 30 年９月１日（土）～11 月 30 日（金） 

 試行内容：以下のとおりです 
 

 

 

 

 

 

 

  

 中央図書館 腰越図書館 

平日の木曜・金曜 9：00～19：00 9：30～19：00 

それ以外の日 9：00～18：00 9：30～18：00 

休館日 祝日以外の毎週月曜日 祝日以外の毎週月曜日 

開館時間や職員体制についてのご意見以外にも、 

様々な図書館サービスへのアイデア、励ましのお言葉、 

お叱りのお言葉など、多くのご回答をいただきました。 

本当にありがとうございました！ 
アンケートの詳しい集計結果とシール投票結果、自由記述欄の全回答は、 

各図書館、ホームページでご覧になれます。 

みなさまからのご意見（抜粋） 



 

 
 

図書館に江ノ電がやってくる！ 

 

 

 
写真提供：ネコ・パブリッシング RM MODELS 

明治 35 年（1902）の開業以来、鎌倉のまち

の発展に貢献してきた江ノ電のジオラマ（制

作：釣巻崇さん）が、中央図書館にやってきま

す！江ノ電の歴史や、今と昔の写真もあわせて

展示いたします。江ノ電ジオラマでタンコロが

走る日も！どうぞご覧ください。 

 

日時：2018 年 3 月 22 日（木）午後～4 月 8 日（日） 

場所：鎌倉市中央図書館 １階 

 
 

玉縄行政センター外壁工事 と 

 玉縄図書館の一時休館 
＜蔵書点検と内装工事のため休館＞ 

4/2（月）～ 4/13 （金） 

★工事期間中（７月上旬まで）のご注意★ 

・駐車・駐輪場が狭くなります。 

・騒音と振動が起きる見込みです。 

・４月は、おはなし会等の行事を休止。 

ご不便をおかけいたしますが、 ご理解と

協力をお願いたします。 
 

 

若者の命と心を守る 

ゲートキーパー養成講座 
 

さまざまな悩みを抱え、追い込まれてしまう若者

を守るために、「私たちができること」を学んで

みませんか。 
●講師：長見英知氏 

●日時：2018 年３月 24 日（土） 

   10 時～12 時（開場９時 30 分） 

●場所：鎌倉市中央図書館 ３階多目的室 

●定員：先着 40 名 

●申込：電話かメールで 

電話 0467-25-2611 

kama-lib@kanagawa.email.ne.jp 

 件名「ゲートキーパー」とし、 

氏名、連絡先を明記してください。 
＊コーヒーを飲みながらフリートーク予定 

(実費 100 円） 
★「若者の命と心を守る」関連情報リスト

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

c1/bib/pdf10209.pdf 

 

展示「若者の命と心を守る」 

３月いっぱい 

市内全館で「若者の命と心を守る」展示 
 

 

 

図書館協議会、傍聴募集 
 

◇日時：2018 年３月 28 日（水） 

10 時～12 時  

◇場所：鎌倉市中央図書館 ３階多目的室 

◇申込：【受付中】先着 10 人です。 

    電話かカウンター 

 0467-25-2611 中央図書館まで。 

 

★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

な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。 
 

 

国宝館スペシャル 

仏像入門 

～のぞいてみよう！ウラとワザ 

鎌倉国宝館で開催中の特別展を、さらに楽しく

鑑賞し、鎌倉の仏像により親しんでいただくた

めに、 仏像の特徴や見どころについてお話し

ます。 

◇日時：2018 年 4 月 7 日（土） 

10 時～11 時 30 分 

◇場所：鎌倉市中央図書館 ３階 多目的室 

◇申込：電話かメールで。先着 40 人 

電話 0467-25-2611 

kama-lib@kanagawa.email.ne.jp 

◇ナビゲーター：鎌倉国宝館学芸員 

 

 

4 月 23 日は、「子ども読書の日」、 

4 月 23 日～5 月 12 日は、 

「こどもの読書週間」 

市内各館で子どもたちと本や図書館を結ぶイ

ベントを予定しています♪ 

★手話付きおはなし会や図書館ビンゴなど。 

是非来てね！ 

 
 

 

 

 この他にもイベントをぞくぞくと企画中！

詳しくは、ホームページへ♪ 


