
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市図書館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

システム更新の休館に引き続き、令和 2 年（2020 年） 

4 月 24 日（金）まで一部サービスのみ 

を行っています。 

図書館施設内に立ち入ることはできませんが、 

予約資料の受け取りと、返却はできます。 

  利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を 

よろしくお願いいたします。  

 

 

 

● 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 

スマートフォン https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/s/ 

 

●Twitterで知られざる図書館情報 随時配信中  

http://twitter.com/kamakura_tosyok 
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かまくら だより 図書館 

システム更新に伴い、携帯電話(ガラケー)版の WEB サービスの提供を終了しました。 

各種携帯電話会社が順次、ガラケーの出荷終了及び３Ｇサービスの終了を発表しています。 

スマートフォンへの移行が進む中、鎌倉市図書館では携帯電話版の WEB サービスの提供を、 

令和２年（2020 年）２月 23 日をもって終了しました。 

 

長い間、ご愛用いただきありがとうございました。 

https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/s/
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/s/
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令和 2 年（2020 年）2 月 24 日から 3 月 3 日までの休館期間を経て、5 年に一度の図書館シ

ステム更新およびホームページのリニューアルを実施しました。 

休館期間中、利用者のみなさまにはご不便をおかけしました。ご理解・ご協力ありがとうござ

いました。 

今回は、機器・図書館システムの更新とともに、イラストやピクトグラムを取り入れ、わかり

やすい・使いやすいホームページデザインに変わりました。 

新しくなったホームページ、便利な使いかたなどをご紹介します。 

トップは鎌倉の海岸沿いの景色を 

イメージしたさわやかなトップページ。 

読みやすいフォントを採用し、 

メニュー内容を示すアイコンを表示。 

グリーンをベースにやさしい配色です。 

図書館サイト内のさがしものに便利です！ 

今日、図書館は開いているか 

一目でわかる！ 

館を選んで表示できます 
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図書館トップのほか、3 つのページもリニューアル♪ 

こども向けに図書館の使い方や、イベントのお知らせをする「こどもページ」、主に中高生向け

の情報を発信する「ティーンズのページ」、そして鎌倉市図書館近代史資料室の貴重な資料の一

部をデジタル化して見ることができる「近代史資料室のページ」があります。 

 

 

  

鎌倉の海にゆかりある生きものたち

がいっぱい。 

みんなは全部わかるかな？ 

マウスを動かしてさわってみてね。 

自分で読んだ本を記録する「どくし

ょのノート」もダウンロードできま

す 

鎌倉市図書館の誇る近代史資料室のサイト。 

懐かしい鎌倉を感じる古写真が見られます。 

貴重なコレクションの一部（写真や錦絵など）も 

デジタル化されているのはご存知ですか？ 

検索すると、画像で見ることができます。 

中高生に向けた図書館ページ。

過去の POP 大賞応募作品がスラ

イドショーで見られます。 

どれも力作ぞろいです。 
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①  ② ③ 

1 台 2 役！！館内検索機（OPAC）でセルフ貸出も可能に！ 

図書館内で本の検索ができる検索機（ＯＰＡＣ）に、 

自分で本の貸出ができるセルフ貸出機能を追加！ 

１台２役で機能を切り替えて使えるようになり、 

利用しやすくなりました。 

セルフ貸出  

セルフ貸出の画面が刷新され、操作内容がわかりやすい画面になりました。 

① 「利用カードスキャン画面」でご自身の図書館カードをスキャンすると、 

② 「メッセージ画面」が表示され、現在の貸出点数や、予約資料の用意ができてい

るかがわかります。 

③ 「資料スキャン」画面では、借りている資料に次に予約があるか、貸出更新・延滞

状況も確認できます。本を借りるだけでなく、ご自身の貸出・予約状況の確認に

も便利に使っていただけます。 

 

 

検索機能 パソコンやタブレットでお馴染みの図書館ホームページと同じ検索画面

を採用しました。今までの検索機よりも、検索条件の設定が細かくできるようになっ

ています。 

 文字の入力はキーボードからになりますが、こどもモードにすると、今までどおり

画面上のキーボードをタッチしてカナ入力できるようになります。 

  

予約取置き等

お知らせ 
貸出状況が 

確認できます 

あたらしく入った本は 

新着案内でチェック 

虫 メ ガ ネ を タ ッ チ

して、本を探そう！ 
市内で読める雑誌の

一覧はこちらから！ 

こどもモード

にすると、 

キーボードが

出てくる! 
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利用者のページにログインしてできること 

●パスワード変更●貸出･予約照会･･･予約待ち期限・期間繰下期間の

設定、再貸出（延長）、予約取消・変更（受取館・連絡方法変更） 

方法変更）●メールアドレス変更 ●新着資料案内 

 

新着図書のメールマガジンがスタートしました!! 

最近どんな本が入ったのか知りたい！ 

新しい本が読みたい！ 

と、図書館ホームページをこまめにチェックし

ている方に朗報です。 

 

図書館ホームページからログイン後、利用者の

ページをクリック、メニューの新着資料案内を選

択します。 

読みたい作家の名前や、作品のシリーズ名、ジ

ャンル（スポーツ・旅行ガイド）などを設定する

と、新着図書の一覧が毎週火曜日にメールで届き

ます。 

メールには、最大 20 件の新着資料の一覧とリ

ンクがあるので、気になった本の内容を確認してスムーズに予約することができます。 

  

※予約確保メール・メールマガジンを受信するには、メールアドレス登録が必要です※ 

 

★ 図書館ホームページから、利用者のページにログインします。ページ上部にある

緑のバナーメニュー利用者のページプルダウンメニューから、連絡先（電話番号・メ

ールアドレス）変更を選び、パソコンやスマートフォンなどで受信可能なメールアド

レスをご登録ください。 

迷惑メールなどの設定をしている場合は、下記アドレスからメールが届くように受信

設定をしてください。 

chulib-system@kanagawa.email.ne.jp （送信専用） 
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ホームページ、検索機でパスワードの再発行ができます。 

ログインしようとしたら、パスワードがわからなくなってしまった！ 

でもなかなか図書館に行く時間がない…と、お困りの方はいらっしゃいませんか？ 

今までは、パスワード再発行のために図書館に来ていただく必要がありましたが、図

書館ホームページ・館内の検索機から、パスワードの再発行ができるようになりました。 

 

 

 

お持ちの図書館カード番号、登録している

電話番号、生年月日を入力してください。 

登録情報が一致すると、パスワードが再発

行できます。 

 

 

 

 

図書館内の検索機なら、 

こちらのアイコンをタッチ 

図書館ホームページからは、 

ログインをクリックして、 

「パスワード再発行の方はこちら」 

を選んでください。 
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しばらく図書館に行けないから、予約の順番を遅らせたい。 

待ちに待った予約の本が準備できたのに、期間までに取りにいけない。 

2 週間ほど留守にするから、居ない間に待っている本が来たら困る。 

せっかく順番待ちした資料が受取りできずに次の人へ…という経験のある方もいら

っしゃいますよね？ 

 

 指定した日にち以降にご予約の資料を準

備できる、繰下
くりさげ

期間が設定できるようになり

ました。旅行や出張、入院などで図書館に来

られない時、最大 2 か月先まで繰り下げ期間

を設定できます。 

たとえば、2020 年 5 月 5 日以降に受け取

りたいときは、 

2020/５/５ または、 

20200505  

と入力してください。 

 

もし不在の期間に、予約の順番が回ってき

ても、設定した繰下げ期間中は予約確保がス

キップされて、自動的に次の順番に回りま

す。 

指定期間が過ぎたら、資料の準備ができ次第ご連絡します。 

  

※日付を指定して受け取れるということではありませんのでご注意ください。 

繰り下げ期間を過ぎた時点から順番待ちとなります。 

 

 

 

いかがでしたか？新しい機能も是非おためしくださいね。 

設定した日より後に 

資料が用意されます 
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鎌倉市図書館では、より良い開館時間、休館日について考えるため、2017 年･2018 年と試

行を行い、利用者の皆さんからもアンケート等でご意見をお寄せいただきました。 

(試行内容・アンケート結果の詳細については図書館だより 123 号、129 号をご覧くださ

い) 

 

試行期間中の利用動向や統計結果、アンケート結果による図書館の分析は以下の通りです。 

 

・ 開館時間の延長が求められている。 

・ 週一回の休館の代わりに、時間延長をする事については、賛成･反対の意見が同じくら

いで、どちらが良いとも取れない。 

・ 月一回だけの休館日を続けた結果、建物のメンテナンスや館内整理、職員の研修を十分

に行うことが出来なかった。 

・ 地域館では、朝の早い時間帯にニーズが高い。また、一律の開館時間が求められている。 

・ 法律が変わり、会計年度任用職員制度が始まることで職員の総数が減る 

 

これらをふまえて、週一回月曜日を休館することで、建物メンテナンス、館内整理、職員

の研修のための時間を捻出するとともに、限られた人数の中で、開館している日は少しでも

開館時間を延ばすよう検討した結果、令和 2 年（2020 年）4 月 1 日より以下のように休館

日、開館時間を変更します。 

 

【休館日】 

 定期休館日：毎週、平日の月曜日（祝日の月曜は開館し、次の平日を休館） 

       年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日）、特別整理休館 

【開館時間】 

 ●中央図書館 

  火・水・土・日・祝日：午前９時 30 分～午後６時  

  平日木・金曜日のみ ：午前９時 30 分～午後７時 

  

●腰越・深沢・大船・玉縄図書館 

  火・水・土・日・祝日：午前８時 45 分～午後５時 15 分 

  平日木・金曜日のみ ：午前８時 45 分～午後７時 

 

※大船図書館では、５月に空調設備工事があるため、館内の一部エリアがご利用できな

くなる予定です。 

※中央図書館では、耐震工事を予定しております。詳細が決まり次第、お知らせします。 

 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。 

令和 2 年(2020 年）4 月 1 日から、図書館の休館日、開館時間を変更します。 


