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開館日・開館時間検討の
試行について 結果報告
図書館では、みなさまにより利用してもらいやすいよう、開館日・開館時間の検討
をしています。平成 29 年に引き続き、平成 30 年（2018 年）9 月～11 月にも試
行を行いました。
平成 29 年度の試行内容（実施期間：平成 29 年６月１日～８月 31 日）
大船図書館：月１回、最終金曜日の開館時間を１時間延長し、午後８時まで
玉縄図書館：非常勤嘱託員を中心とした運営体制、夜間開館の休止
平成 30 年度の試行内容（実施期間：平成 30 年９月１日～11 月 30 日）
中央図書館：午前９時～午後６時（平日木･金は午前９時～午後７時）
平日の月曜日を休館
腰越図書館：午前９時 30 分～午後６時（平日木･金は午前９時 30 分～午後７時）
平日の月曜日を休館
平成 29 年度の試行では、月１回の開館時間延長では効果が得られなかったこと、
市内全館で、午後７時までの開館時間延長は利用者の方の支持が高いこと、地域館で
正規職員１名とし、非常勤嘱託員を中心とした運営体制には、困難が多いことが確認
されました。
その結果を踏まえ、平成 30 年度に行った試行では、現行どおりと検討案への支持
がほぼ半々で、決定的な違いは見られませんでした。今後どのような開館時間・休館
日とするか現在検討中です。決まり次第、お知らせいたします。
試行期間中、全館において、アンケート、シール投票も行いました。
ご協力、どうもありがとうございました。

平成 30 年度試行アンケートの結果は裏へ
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図書館の開館日・開館時間変更についての

実施期間：平成 30 年(2018 年)9 月１日(土)～11 月 30 日(金)
現行どおり：９時～17 時(平日木･金～19 時)
検討案
：９時 30 分～18 時(平日木･金～19 時)
現行どおり

最終月曜日休館
毎週月曜日休館
検討案がよい

無回答
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計

記述欄でいただいたご意見の一部をご紹介します。
検討案が良い方の理由
現行どおりが良い方の理由
・月曜日休館は困ります。
・毎週のお休みになった場合、市外からお借りし
た窓口返却の本が返しにくくなってしまう 。
・休館日はなるべく少ない方がよい。月曜日は休
日のことが多いのでやっていたほうが良い。
・仕事の都合で月曜日しか利用できない。月曜日
が休館になると鎌倉市民なのに図書館が利用
できない。
・朝早いほうがよい。月曜発行の雑誌を読みたい
ことがある。
・本来であれば毎日開館を望みます。人員は増員
するべき。公共施設はいつでも何処でもだれも
が利用ができることが理想

・休館日は少ないほうがいいけれど、18 時まで
開いているのも魅力
・17 時閉館では早すぎる
・毎週決まった定休日のほうが覚え やすい。働い
ている方にも良い。
・市民サービスのために月曜日も開館してくれれ
ば便利だけど、公共施設の月曜休館には慣れて
いるし、それでかまわない。
・放課後に図書館を使うので午後が長いほうがう
れしいです。
・18 時はありがたいです。そのかわり毎週月休
館でも良いと思います。

開館日・開館時間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！
アンケートの全文は各図書館･ホームページでご覧いただけます。

湘南ベルマーレ × 鎌倉市図書館

図書館 ＤＥ キック・オフ！
2019 年（平成 31 年）４月 20 日夕方、
湘南ベルマーレとホームタウンの鎌倉市の図
書館が、これから一緒になってサッカーと読

クイズ大会では、サッカー初心者から、サ
ッカー・ベルマーレファン向けのマニアック
な問題まで、参加者から珍答・名答が飛び出

書を盛り上げていくキックオフイベントを行
いました。
湘南ベルマーレアカデミー鎌倉校がすぐそ

し盛り上がりました。
そこに、チームマスコット・キングベル１
世が登場！撮影タイムの始まりです。大人も

ばにある深沢図書館。当日は、湘南ベルマーレ
やサッカーを愛する子どもから大人まで５０
名以上が集まりました。

子どもも、めったに触れない優勝カップを手
に取り、重さや大きさを感じながら、キラキ
ラの笑顔で記念撮影していました。

会場に一番乗りしてくれたベルサポファミリー

ユーモアあふれるトークの水谷社長（左）と輝くルヴァンカップ

水谷尚人湘南ベルマーレ社長に、
「図書館によ
く来る？」と質問された子どもたち。
「サッカ
ーはフィールドの上で、自分で考えて動くス
ポーツ。ベルマーレで活躍する選手も、たく
さん本を読んで、いろいろな考えを吸収して
います。」と、サッカー選手と読書についての

会場には、市内図書館で巡回展示した品々
も。ルヴァンカップ優勝の記念写真、湘南ベ
ルマーレ選手の写真パネル、サイン入りユニ
フォームなどです。決勝戦で使ったサイン入
りボールには、選手が蹴った時の傷も付いて
いて、臨場感があります。
鎌倉市図書館では、湘南ベルマーレを一緒
に応援して、身近に感じてもらえるイベント
を、更にはスポーツ・パラスポーツに親しむ

話に目を輝かせていました。
そしてルヴァンカップ優勝杯のお披露目。
水谷社長と松尾市長が除幕すると、チーム 50
周年イヤーに華を添えた銀色に輝く優勝カッ
プが現れ、参加者はさかんにカメラ・スマホ
のシャッターを押していました。

本や情報の発信を今後も続けていきます。

腰越図書館の展示（右）と
中央図書館の展示（下）

キングベルと一緒に参加者全員で記念撮影
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『第 3 次鎌倉市図書館サービス計画』
が

できました！

「つながる ひろがる 100 年図書館」
以下の3つのサービス方針をもとに、今後4年間の図書館サービスを展開します。

サービス方針Ⅰ

求める情報、資料と、
皆さんをいつでもつ
もと
なげる環境づくりを
目指します

つながる図書館

1 図書館ネットワークの構築をすすめます
（１）地域事情に即した図書館網の充実
（２）開館日及び開館時間の効果的な設定
（３）情報通信技術の活用
（４）連携協力
2 利用者に応じた読書の支援をおこないます。
（１）子どもの読書活動の支援
（２）成人支援
（３）高齢者支援
（４）図書館を利用しにくい人へのサービス
3 資料・情報の提供充実に努めます
（１）選書・収集方針
（２）貸出
（３）閲覧
（４）予約・リクエスト
（５）情報提供サービス
4 課題解決の支援をすすめます
（１）レファレンス
（２）複写サービス
（３）読書相談
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サービス方針Ⅱ
市民参画・協働の
図書館として、市
民と 共 に 図 書 館
サー ビ ス を 広 げ
ていきます。

ひろがる図書館

１ 図書館からの情報発信を積極的に行います
（１）広報活動の充実
（２）図書館運営の情報公開
２ 市民とともに歩みます
（１）市民参画と協働
（２）市民の声を活かす仕組み
（３）市民の活動の場や機会の提供

（４）図書館協議会

サービス方針Ⅲ

鎌倉の歴史的遺産
と文化を後世に伝
え、100 年先まで
力になれる図書館
を目指します。

100 年図書館

１ 鎌倉らしいコンテンツの製作と発信を
行います
（１）郷土資料
（２）行政資料
（３）貴重書
（４）近代史資料担当
（５）歴史的公文書
（６）市史編纂事業
２ 施設・設備の充実を進めます
３ 危機管理体制の強化を行います
４ 市民の活動を支える職員の育成に取り組みます

くわしくは『第３次鎌倉市図書館サービス計画』本紙(各図書館で配布中)
もしくは図書館ホームページ https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/
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をご覧ください。

令和元年度（2019 年度）の図書館１年間予定

これからの図書館

ざっくりサキヨミ！

夏
７月
●7/23～29 地下道ギャラリー50展示
●としょかんいんになってみよう（市内各図書館）
中央図書館：7/31～8/1
腰越図書館：7/23
深沢図書館：7/23、7/25
大船図書館：8/6～8/7
玉縄図書館：7/23（おはなし会体験のみ）、7/24
●７/28（日）～30（火） ぬいぐるみのおとまりかい（中央図書館）

８月
●☆夏休み特別おはなしかい☆
工作、手話つきおはなし会、夜のこわーいおはなし会など

秋
１０月
●おはなしボランティア養成講座（腰越図書館）
９月27日（金）、10月３日（木）、10日（木）、17日（木）
１1月
●11/9（土）～17（日）
（市内各図書館）

ファンタスティック☆ライブラリー・108

冬
２月
●システム更新に伴う特別整理休館
他にも…

●暮らしのお役立ち講座

●サイエンスカフェ

など？

最新情報は図書館ホームページでご確認ください。
→鎌倉市図書館ホームページ
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https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

