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操作マニュアル Web-OPAC 編

はじめに

本マニュアルは、「横浜市立図書館情報システム操作手順書 Web-OPAC編」です。
画面の構成が、現状と異なる場合があります。
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メニュー ログイン

していない している

パスワード新規／再登録 ○ ×

利用者仮登録申請 ○ ×

簡易検索 ○ ○

詳細検索 ○ ○

分類検索 ○ ○

検 索 結 果 一 覧 ・ 検 索 結 果 詳 細 表 示 ○ ○

新着資料 ○ ○

予約 × ○

予約かご × ○

利用状況
（貸出延長、予約確認・変更）

× ○

利用状況（予約順番指定） × ○

利用状況（予約かごのデータ管理（予
約申込・削除））

× ○

メールアドレス登録/変更 × ○

パスワードの変更 × ○

新着メール登録 × ○

デジタルアーカイブ「都市横浜の記憶」 ○ ○

地区センター蔵書検索ページへのリンク ○ ○

横浜市地域情報ポータル ○ ○

操作マニュアル Web-OPAC 編

Web-OPACは「ログイン」している時と、していない時とで表示されるメニューが異なります。

◆「ログインメニュー」を使うときには、「ログイン」が必要です。

◆「ログイン」するためには、パスワードの登録が必要です。パスワード登録については７ページをご覧ください。
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ログインしている時だけ

表示されるメニュー
※他のページへのリンクです。

利用者用検索機（館内Web‐OPAC）には表示されません。

※

※

※



ログインの方法

１．横浜市立図書館蔵書検索ページ（https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/）のログインエリ
アから「図書館カード番号」「パスワード」を入力してログインボタンをクリックしてください。 （図１）
※パスワードは何を入力しても「●」と表示されます。

操作マニュアル Web-OPAC 編
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図１：【蔵書検索ページ画面（ログイン前の画面）】

●横浜市立図書館蔵書検索ページで資料の予約や貸出中の資料を確認するためには、「ロ
グイン」する必要があります。
※ログインには「図書館カード番号」と「パスワードの登録」が必要です。
●パスワードの登録については「パスワードの登録方法」（７ページ）もご参照ください。

※画面サイズが小さい場合はログインエリアが表示されていません。ログインボタンを
クリックすると、ログインエリアが表示されます。
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２．ログインすると「ログイン中です。」と表示され、ログインメニューが表示されます。（図２）
※予約で用意できている資料（メールでご連絡を差し上げていないもの）がある時には、「予
約資料お知らせ」画面が開きます。（詳しくは２７ページをご参照ください）

ログインすると次のメニューがご利用いただけます。（ログインしていない時には、次のメ
ニューは表示されません。）

（1） 利用状況
貸出・予約状況の確認、貸出延長、予約情報の変更ができます。

（2） メールアドレス登録／変更
メールアドレスの登録・変更ができます。

詳しい登録方法は「メールアドレスの登録方法」（２９ページ）をご参照ください。
（3） パスワード変更

パスワードの変更・削除、図書館からお送りするメールの言語（日本語または英語）を選
択することができます。

（4） 新着メール登録
新着メールの条件を登録できます。
新着メールとは、タイトルや著者など条件を入れていただくと、直近１週間にその条

件を満たす資料を初めて図書館で受け入れた場合、水曜日にメールでご連絡するサービ
スです。

詳しい登録方法は「新着メール登録の方法」（３２ページ）をご参照ください。
（5） 予約かご
※ログアウトするときには、 ログアウトボタンをクリックしてください。ログアウトすると、ログイ
ン前の画面に戻ります。

図２：【蔵書検索ページ画面（ログイン中の画面）】

(1)

(3)

(2)

(4)

画面右上に
「予約かご」ボタンが表示

ログインした時に
表示されるメニュー

※画面サイズが小さい場合は常時メニューが表示されていませ
ん。メニューボタンをクリックするとメニューが表示されます。

(5)



<1>

<2>

図書館カードの登録有効期限の確認方法

１．横浜市立図書館蔵書検索ページ（https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/）のログインエリ
アで、「図書館カード番号」「パスワード」を入力してログイン ボタンをクリックしてください。
※パスワードは何を入力しても「●」と表示されます。

２．ログインすると「ログイン中です。」と表示されます。
<1> 横浜市立図書館蔵書検索ページでログインすると有効期限が表示されます。
<2> 登録有効期限が切れている場合には、メッセージが表示されます。

操作マニュアル Web-OPAC 編
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図書館カードの登録有効期限について
●図書館カードの登録有効期限は５年です。

●登録更新をしていない図書館カードでは、ログインしていても横浜市立図書館蔵書検索ペー
ジ上から予約申込と予約かごの利用、貸出延長はできません。
●登録有効期限が切れている場合は、市立図書館に来館の上、登録更新をお願いいたします。

【蔵書検索ページ画面（ログイン中の画面）】



パスワードの登録方法

操作マニュアル Web-OPAC 編

7

図１：【蔵書検索ページ画面】

１．横浜市立図書館蔵書検索ページ（※）の「パスワード新規登録／パスワードをお忘れの方」、
またはメニューから［パスワード新規／再登録］をクリックしてください。（図１）
※https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/

●パスワードの登録には、図書館カード番号・生年月日・電話番号が必要です。
生年月日・電話番号のご登録のない方は、パスワードの登録はできません。

●パスワードをお忘れの方もこの画面から手続きをしてください。
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２．パスワードの登録を行います。必要事項を入力してください。（図２）
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図２：【パスワード登録画面（入力例）】

(1) 図書館カード番号
10桁の図書館カードの番号を入力してください。「－」（ハイフン）は除きます。

(2) 生年月日
西暦の年／月／日 で入力してください。（例：1989年４月１日＝1989 ／ 04 ／ 01 ）

(3) 電話番号
図書館カードを登録した時に記入した電話番号を入力してください。市外局番045

は除き、数字だけ入力してください。（例：固定電話の方＝（空欄）‐262‐0050 、
携帯電話の方＝090‐1234‐5678 、市外在住の固定電話の方＝044‐123‐4567 ）

※登録した電話番号が不明な場合は、図書館におたずねください。

(4) パスワード
６～15文字の任意の文字列を入力してください。（半角英数字のみ、大文字・小文字も区別

されます。）どの文字を入力しても「●」と表示されます。

(5) パスワード再入力
確認のため、もう一度パスワードを入力してください。どの文字を入力しても「●」と表示され

ます。

(6) セキュリティキー（＊）
セキュリティキーを設定していない方は、空欄にしてください。セキュリティキーを設定してい

なくてもパスワードの登録は可能です。（設定方法など、セキュリティキーの詳細は９ページを
参照してください。）

すべての入力が終わりましたら、登録 ボタンをクリックしてください。

(1)
(2)
(3)

(6)

(4)

(5)
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３．ログインが確認できれば、パスワードの登録は完了です。（図３）
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図３：【蔵書検索ページ画面（ログイン中の画面）】

＊セキュリティキー（８ページ）とは・・・
「パスワード」の登録（忘れた場合の再登録を含む）の際に、セキュリティを向上させること

を目的に、図書館カード番号、生年月日、電話番号の３項目に追加して任意で設定できる４
桁の数字です。

セキュリティキーの設定を希望する場合は、図書館カードと、本人であることと現在の住
所を確認できるもの（運転免許証、健康保険証、学生証など）を持参のうえ、ご本人が図書
館の窓口にお越しください。窓口で、４桁の数字を直接入力していただきます。設定後は、
「パスワード」の登録の際に入力が必須となり、セキュリティキーを忘れた場合には再度図
書館の窓口での設定が必要となります。

※セキュリティキーは任意であり、設定しなくてもパスワード登録は可能です。
※インターネットで設定を行うことはできません。
※「パスワード」、「セキュリティキー」は大切な情報ですので、ご本人が責任を持って管理

してください。

「ログイン中です」と表示されていればロ
グイン状態です。パスワードの登録は完
了しています。



仮登録申請の方法

インターネットや館内利用者用検索機（Web‐OPAC版）で、利用者仮登録申請をすることもで

きます。

操作マニュアル Web-OPAC 編
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１．横浜市立図書館蔵書検索ページ（※）のメニューから［利用者仮登録申請］をクリックして

ください。（図１）※https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/

図１：【蔵書検索ページ画面】（メニュー）

２．利用者仮登録申請手続き画面が開きます。仮登録申請を開始します。（図２）
<1> 図書館利用案内

市立図書館の利用についてのご案内です。必ずお読みください。
<2> 在住、在勤、在学、その他（広域利用）から状況の選択

あてはまる状況の注意書きをお読みいただき、ラジオボタン（○）をクリックして
ください。

<3> 同意
［同意］ボタンをクリックしてください。

<1>

<2>

<3>

いずれか1つを選択

図２：【利用者仮登録申請手続き画面】
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３．利用者仮登録画面が開きます。各項目を入力してください。（図３）

図３：【利用者仮登録画面】の入力項目

(1) 氏名漢字

姓と名をそれぞれの枠に入力してください。

(2) 氏名カナ

姓と名の読みを全角カタカナでそれぞれの枠に入力してください。

(3) 郵便番号

ご自宅の郵便番号を半角数字で左の枠に３桁、右の枠に４桁入力してください。

（例：横浜市西区老松町 ＝ 220‐0032 ）

(4) 住所・住所（続き）

ご自宅の住所を入力してください。住所が神奈川県内の場合は、[郵便番号より検索］

ボタンを押すと町名まで自動入力されます。スペースが足りない場合は下の「住所（続き）」

欄に入力してください。

(5) 生年月日

西暦の年／月／日 で入力してください。（例：1964年10月1日 ＝ 1964 ／ 10 ／ 01 ）

(6) 電話番号

電話の種類をドロップダウンボックス（▼をクリック）から選択し、半角数字で入力してく

ださい。市外局番045は除いて右詰めで入力してください。

（例：固定電話の方 = （空欄） ‐262‐0050 、携帯電話の方 = 090‐1234‐5678 、

市外在住の固定電話の方 = 044‐123‐4567 ）

(7) すべての入力が終わりましたら、 ［利用者仮登録］ボタンをクリックしてください。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

図３：【利用者仮登録画面（入力例）】
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４．仮登録申請が完了しました。（図４）

利用者仮登録完了画面が開き、10桁の受付番号が表示されます。

14日以内に受付番号と、本人であることと現在の住所を確認できるもの（運転免許証、健

康保険証、学生証など）を図書館の窓口にお持ちください。図書館カードを発行します。

※図書館カードの発行後に、本の貸出、予約などができます。

図４：【利用者仮登録完了画面】



検索

簡易検索エリアまたはメニューの「詳細検索」から検索を行うことができます。

※検索後に予約したり、予約かご機能を使う場合は「ログイン」をしてください。（ログインに
ついては４ページをご覧ください。）

※このマニュアルでは、ログイン前の画面イメージを使用しています。

【詳細検索】画面

【簡易検索】キーワードを入力し[検索]ボタンをクリックをします。

※「全項目」での検索が実行されます

絞り込みや掛け合わせ検索を行うと

きは、「詳細検索」メニューをクリックす

ると、詳細検索画面が開きます。

検索をしたい項目を選択し、キー

ワードを入力、[検索]ボタンをクリック

してください。

２つ以上の単語を指定して検索する
場合に使います。

「ＡＮＤ」：すべての単語を含む検索

「ＯＲ」：いずれかの単語を含む検索

「ＮＯＴ」：ある単語は含まない検索

「資料選択」：チェックを入れるこ

とで検索対象を絞り込むことができ

ます。

操作マニュアル Web-OPAC 編
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「分類番号検索」

（15ページ参照）

【簡易検索】エリア

【詳細検索】

検索や操作の説明画面が

表示されます。

検索の方法を次の中から選ぶこと
ができます。



【詳細検索の方法】

〈資料選択〉
検索する資料の種類を選択できます。チェックボックス（□）をクリックしてください。

「視聴覚資料」・・・CD・ビデオ・DVDなどです。中央図書館の館内で視聴できます。
「点字・録音」・・・視覚に障害のある方に貸出しています。

〈入力項目〉
項目の右側にあるドロップダウンボックス（▼）から選択してください。
・入力した単語間にスペースを入れると、ＡＮＤ検索を行います。
・入力した単語間を‘｜’（垂直バー）で区切ると、ＯＲ検索を行います。
・「に完全に一致する」で検索する場合は、入力した単語間を‘＆’（アンド）で区切った場合のみＡＮＤ

検索を行います。

●タイトル
すべてひらがな（カタカナ）で検索する場合、次の助詞及び濁音はそれぞれ変換して入力してください。
「を」→「お」 「は」→「わ」 「へ」→「え」 「づ」→「ず」 「ぢ」→「じ」
●著者名等

姓と名の間を一字空ける必要はありません。外国人の場合は姓名の順に入力してください（例：「フ
ランツ・カフカ」は「カフカフランツ」）。
●出版者

出版社・出版者を入力してください。
●出版年月

西暦・月を半角数字で入力してください（例：「2013年１月」は「201301」）
●ＩＳＢＮ／ＩＳＳＮ

ハイフン（「‐」）を入力する必要はありません。

〈選択項目〉
●資料区分

ドロップダウンボックス（▼）から選択してください。
●出版月の範囲指定

出版年は西暦を半角数字で、月はドロップダウンボックス（▼）から選択してください。左側のみ入
力するとそれ以降、右側のみ入力するとそれ以前、両方入力するとその期間に出版されたものが範
囲指定されます。（※雑誌は検索することができません。）
●分類番号

資料の分類から検索する場合に指定します。分類番号が不明な時は、［分類番号検索］ボタンをク
リックしてください。ガイドページに移動します。
●検索館

ドロップダウンボックス（▼）から選択してください。２つ指定した場合は、どちらかの館で所蔵してい
るものを検索結果に表示します。
●一覧表示件数

検索結果一覧の１ページに何件表示するか選択できます。ドロップダウンボックス（▼）から選択して
ください。
●上限表示件数
検索結果の上限を何件にするか選択できます。ドロップダウンボックス（▼）から選択してください。

操作マニュアル Web-OPAC 編
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【分類検索】

同じ分類番号の資料を検索することができます。分類番号がわからないときは詳細

検索画面から[分類番号検索]ボタン（13ページ参照）をクリックします。

分類検索画面が開きます。検索したい資料の分類をクリックします。

検索する条件を選択し[選

択]ボタンをクリックします。

※例では「510建設工学、土

木工学」を選択しています。

「詳細検索」画面の「分類番

号」欄に選択した分類番号が

表示されます。

[検索]ボタンをクリックする

と、分類検索が実行されます。

操作マニュアル Web-OPAC 編
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検索結果が一覧で表示されます。

資料のくわしい情報を見たい場合は、タイトルをクリックすると、資料の詳細情報が表示されます。

操作マニュアル Web-OPAC 編
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「結果の絞り込み」キーワードを追加して、
検索結果一覧からもう一度絞り込んで
検索を行うことができます。

「結果の並び替え」

「書名等」「著者等」「分類」「出版年」の、「昇順」「降順」で並び替えできます。

【昇順】

50音順やアルファベットの先頭から、または「数字の小さいもの」から並び替えること

【降順】

50音順やアルファベットの後ろから、または「数字の大きいもの」から並び替えること

【「検索結果一覧表示」画面】
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【検索結果詳細表示】（ログインしていないとき）

該当資料の書誌・資料情報が表示されます。

※［予約申込］ボタン、［予約かご］ボタンは、ログイン中しか表示されません。

（図：ログイン後のボタン表示）

【検索結果詳細表示】の見方

○取扱
「禁」・・・貸出できません。図書館内でご覧ください。

「可」・・・利用できます。「状態」を確認してください。

○状態

「書架」・・・貸出できます。
「貸出中」・・・貸出中です。
「他回送」・・・所蔵している館へ配送中です。
「予回送」「予準中」「予受待」・・・予約があり、受取館での準備を進めています。

○予約情報
・現在の総予約数が表示されています（予約の用意ができた方も含む数です）。
・雑誌の 新号は、ログイン中に表示される日付・時刻から予約ができます。

［予約申込］ボタンを

クリックすると予約でき

ます。

［予約かごに入れる］ボタンをクリックする

と、予約したい本を「予約かご」（25ペー

ジ参照）に仮置きすることができます。

※予約は完了していません。



新着資料

図書館に新しく入った資料を検索することができます。（予約をする場合にはログインが必要です。
（ログインについては４ページ参照））

１．「新着資料」タブをク

リックします。「新着資料

照会」画面が表示されま

す。

条件（資料選択、資料形

態、日付範囲、ジャンル、

一覧表示件数）を選択し

て［表示］ボタンをクリッ

クします。

２．「新着資料照会結果

一覧」画面が表示されま

す。

資料の詳細情報を見る

場合は、資料のタイトル

をクリックしてください。
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利用状況（ログイン後にご利用いただけます※ログインについては４ページ参照）

メニューで「利用状況」をクリックします。「利用状況」画面が表示されます。貸出中、予約中の資料
が確認できます。

【貸出中の資料】
貸出中の資料がある場合、貸出中の資料が一覧で表示されます。
この画面で「貸出延長」「（貸出中資料のデータの）ダウンロード」ができます。

○［貸出延長］ボタン
その図書に予約が入っていない場合で、返却が遅れていないときは１回に限り継続して図書を借

りることができます。
貸出延長を行いたい資料のチェックボックス（□）にチェックを入れ、［貸出延長］ボタンをクリック

してください。クリックすると「状態」欄が「延長受付済み」となります。
※貸出延長後の返却期限日が反映されるまでに数分かかります。
※貸出延長できないものは「状態」欄に「貸出中（延長不可）」と表示され、チェックボックスが表示
されません。
※以下のいずれかに当てはまる資料は、チェックボックスは表示されません。

１）予約が入っている資料
２）返却期限日より15日以上経過した資料
３）すでに貸出延長手続きをした資料
４）返却期限日の前日を基点として14日より前に貸出した資料（貸出日の２週間後が休館日に当

たるなどの理由で、返却期限日を変更している場合）

○［ダウンロード］ボタン
貸出中の資料のデータをダウンロードできます。

※館内利用者用検索機でダウンロードしたデータを、USBなどのメディアに保存することはできま
せん。
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「貸出延長」：貸出延長を行いたい資料のチェッ
クボックス(□)にチェックを入れ、［貸出延長］ボ
タンをクリックすると、貸出延長できます。



【予約中の資料】
予約中の資料がある場合、予約中の資料が一覧で表示されます。

（１）［予約取消］ボタン

予約取消したい資料のチェックボックス（□）をクリックしてチェックを入れてから、［予約取消］ボタン
をクリックしてください。

（２）［予約情報変更］ボタン

準備ができる前の予約資料の「予約有効期限」「予約受取館（予約受取場所）」の変更ができます。
変更したい項目を入力し［予約情報変更］ボタンをクリックすることで情報を変更できます。

（３）［予約受取順変更指定］ボタン
資料を受け取る順番を指定できます。（23ページ）

（４）［予約かご］ボタン

ログイン中の画面上部に表示されています。「予約かご」に仮置きした資料を見ることができます。
（25ページ参照）

※予約中資料の【状態】の見分け方
・「受取可」：貸出の準備ができています。「予約受取館」まで「受取期限日」までにご来館ください。
・「予約中」 「準備中」「回送中」：資料の用意がまだできていません。
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「予約受取館」を変更する場合には、ドロップ
ダウンボックス（▼）をクリックして、受け取り

を希望する図書館を選択してください。

（１） （２）

（３）

（4）

ログイン中の画面右上に表示されています。

予約かごに登録されている件数もボタン上に
表示されます。「予約かご（〇件）」



予約（ログイン後にご利用いただけます※ログインについては４ページ参照）

検索結果詳細表示画面で［予約申込］ボタンをクリックすると、予約画面が表示されます。
※[予約申込]ボタンはログイン後のみ表示されます。
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予約画面で、内容を確認後、［予
約申込］ボタンをクリックしてくだ
さい。

操作マニュアル Web-OPAC 編
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予約の順位が表示

されます
予約の受取館が表

示されます

「予約有効期限」：「設定した期限まで
に予約資料の用意ができなければ、そ
の資料は不要」という場合に設定しま
す。
（入力例：2013年１月11日⇒20130111）
・設定した期限を過ぎると、予約は自動
的に削除されます。
・期限を設定しない場合は、空欄にして
ください。

予約が正常に完了すると、「利用状況」画面が表示されます。

「本を受取る図書館」には、図書館
カードを登録した館名が表示されて
います。

「受取る図書館」を変更する場合に
は、プルダウンボックス（▼をクリッ
ク）から、受け取りを希望する図書館
を選択してください。
【略称の見方】
地区Ｃ→「地区センター」
行政ＳＣ→行政サービスコーナー」

※地区C・コミュニティハウス及び行
政SCはメールアドレスを登録すると
選択できます。



予約の順番指定の方法

（ログイン後にご利用いただけます※ログインについては４ページ参照）

予約している資料の中で、シリーズものや上下巻などを受け取る順番を指定することができま
す。予約してから、下記の手順で指定してください（図書館の窓口でも受け付けています。

１．横浜市立図書館蔵書検索ページ（※）でログインをしてから、メニューの「利用状況」をクリックし
てください。（図１） ※https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/

２．予約資料の一覧が表示されます。 ［予約受取順指定］ ボタンをクリックしてください。（図２）

３．「セットID」を選び、順番に受け取りたい資料をグループにします。ドロップダウンボックス（▼を
クリック）から数字を選んでください。 IDは３つまで選ぶことができ、同じIDの中で受取順を変更す
ることができます（画面の例は、上の２冊をID「１」、下の２冊をID「２」にしています）。（図３）
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図１：【蔵書検索ページ画面(ログイン中の画面)】

図２：【利用状況画面】

図３：【受取順指定画面】



４．登録 ボタンをクリックすると、同じセットIDの中の「受取順」が自動的に設定されます。表示されて
いる受取順を変更する場合は ［受取順指定］ ボタンをクリックしてください。（図４）

５．「受取順」のドロップダウンボックス（▼をクリック）から順位を変更し、［登録］ボタンをクリックしてく
ださい。（図５）

６．受取順の変更が完了しました。同じIDの中で正しい受取順になっているか、ご確認ください。
（図６）

注意
順番指定を解除するときは、セットID番号を解除する必要があります。手順３に戻ってドロップダウン
ボックス（▼をクリック）の一番上の空白を選び、［ 登録］ ボタンをクリックしてください。（図７）
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図４：【受取順指定画面（セットID登録後の画面）】

図５：【受取順指定画面（受取順の順位変更前の画面）】

図６：【受取順指定画面（受取順の順位変更後の画面）】

図７：【予約受取順画面】



【予約かごにデータを入れる】
１．横浜市立図書館蔵書検索ページ（※）からログインし、資料を検索してください。
※https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/

２．検索結果から対象資料を選んでクリックしてください。（図２）

３． ［予約かごに入れる］ ボタンをクリックしてください。（図３）

予約かごに資料が入ります。
（予約かごに資料を入れると、［予約かごに入れる］ボタンは表示されなくなります。）
≪注意≫

・予約かごは、新たに予約かごに入れた資料が上から順番に表示されます。

・予約かごに入れた資料は、予約かご画面から予約を申込むことができます。詳しくは２６ページを
ご参照ください。
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予約かごの使い方（ログイン後にご利用いただけます※ログインについては４ページ参照）

予約したい資料を「予約かご」に仮置きすることができます。予約をしたい資料を、100冊ま
で仮置きすることができます。予約かごの資料は、予約かご画面から予約を申込むことがで
きます。（予約は１人６冊まで）

図２：【検索結果一覧表示画面】

図３：【検索結果詳細表示画面】

書名にカーソルをあわせてクリックします。

画面上部の［予約かご（○件）］を
クリックしても予約かごにデータは入りません。

クリックすると予約かごにデータが入ります。
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【予約かごのデータの管理（予約申込・削除）】
１．横浜市立図書館蔵書検索ページでログインして［予約かご（○件）］ボタンをクリックしてください。
（図４）［予約かご（○件）］ボタンは、ログイン中はつねに表示されています。

２．予約かごに入れた本を予約または削除する場合、対象資料のチェックボックスをクリックして選択
します。（図６）

(1) 予約する場合
「資料を受け取る図書館を選んでください。」には、図書館カードを登録した館名が表示

されています。変更する場合には、ドロップダウンボックス（▼をクリック）から、受取を希望
する図書館を選択し、［予約申込 ］ボタン をクリックしてください。

(2) 削除する場合
［削除］ボタンをクリックしてください。

図６：【予約かご画面】

図４：【蔵書検索ページ画面（ログイン中の画面）】

クリックして
受取館を選択

対象資料を
チェック



貸出の準備ができた予約資料をログイン時にお知らせします

１．横浜市立図書館蔵書

検索ページ（※）のログイ

ンエリアから、「図書館

カード番号」「パスワード」

を入力して ログイン ボタ

ンをクリックしてください。

（図１）

※https://opac.lib.city.yo

kohama.lg.jp/opac/
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蔵書検索ページにログインした時に、貸出の準備ができている資料（メール等でご連絡を差し上げ
ていないもの）についてお知らせします。お知らせ画面では、予約資料の「受取期限日」もご案内しま
すので、その日までにご来館ください。

※メールアドレスをご登録の方には、Eメールでも連絡します。予約連絡メールに記載された受け取
り期限日までにご来館ください。

図１：【ログイン画面】

２．予約資料のお知らせ画面が開きます。お知らせの内容をご確認ください。（図２）

「書名」「予約登録日（予約をした日）」「受取館」「受取期限日」等が表示されます。

[上記について確認しました]（＊）ボタンをクリックすると、蔵書検索ページに移動します。画面に「ロ
グイン中です」と表示されます（28ページ図３参照）。

※一度お知らせした予約については、次回のログイン時には表示されません。

※地区センター等を受取館に指定している場合は、資料が搬送されるまでにお時間をいただきます。
このお知らせを見た翌日以降、もしくは、予約連絡メールを受信後にお受け取りください。

図２：【「予約資料のお知らせ」画面のイメージ（受取館を中央図書館に設定した場合）】

【受取館】

【受取期限日】

この日までに、受け取りを
お願いします。

※受取館が「移動図書
館」の場合は、次回巡回
日が「受取期限日」になり
ます。

＊



３．「利用状況」から再確認できます。（図３）

もう一度予約の状況を確認したいときは、ログイン後のメニューから「利用状況」をクリックしてくださ

い。予約している資料の一覧が表示されます。貸出の準備ができた予約資料には、「受取期限日」

欄に日付が表示されています。
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図３：【蔵書検索ページ（ログイン中の画面）】

貸出の準備ができた資料は、
受取期限日（下段）が表示されています。



メールアドレスの登録（変更）方法（ログイン後にご利用いただけます）

１．横浜市立図書館蔵書

検索ページ（※）のログイ

ンエリアから、「図書館

カード番号」「パスワード」

を入力して［ログイン］ボタ

ンをクリックしてください。

（図１）

※https://opac.lib.city.yok

ohama.lg.jp/opac/

２．［メールアドレス登録／

変更］をクリックしてくださ

い。（図２）

３．メールアドレス登録／

変更画面が表示されます。

メールアドレスを入力して

ください。確認のため、も

う一度メールアドレスを入

力してください。入力が完

了したら、 ［登録］ ボタン

をクリックしてください。

（図３）
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●ご登録いただくメールアドレスに、yokohama-library@lib.city.yokohama.lg.jpからのメールが届く
よう設定をお願いします。

図１：【ログイン画面】

図２：【蔵書検索ページ（ログイン中の画面）】

メールアドレスを入力してください。
「メールアドレスの確認」に再度入力してください。

図３：【メールアドレス登録／変更画面】



４．メールアドレス申請完了の

画面が表示されます。「TOP

に戻る」をクリックしてください。

（図４）

５．入力したメールアドレスに、

メールが届きます。（図５）

１週間以内に、メール本文

にあるURLにアクセスしてくだ

さい。

６．メールアドレスの登録（確

認）画面が開きます（図６）。

「図書館のカード番号」と、「パ

スワード」を入力してください。

入力が完了したら、［確認］ボ

タンをクリックしてください。

７．メールアドレス登録完了画

面が表示されます。これで登

録は完了です。

「TOPに戻る」をクリックすると、

蔵書検索ページに戻ります。

（図７）
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図４：【メールアドレス申請完了の画面】

図５：【メール「メールアドレス本登録のお願い」】

図６：【メールアドレスの登録（確認）画面】

図７：【メールアドレスの登録完了画面】



１．ログイン後（ログインについては４
ページ参照）に、メニューから「パス
ワード変更」をクリックします。（図１）

２．パスワードの変更画面が開きます。

（図２）

この画面で次の操作ができます。

○パスワードの変更

現在のパスワードを入力後、新しい

パスワードを「パスワード」及び「パス

ワードの確認」欄に入力してください。

※どの文字を入力しても「●」と表示さ

れます。

○メール言語の選択

プルダウンボックス（▼）をクリックし、

言語（日本語、英語）を選択できます。

↓

変更したい項目を入力後、［登録］ボタ

ンをクリックしてください。

○［パスワードの削除］ボタン

「パスワード削除」ボタンをクリックした

場合は、パスワードを削除できます。

２．パスワードの変更の確認画面が開

きます。（図３）

※パスワードはどの文字を入れても

「＊＊＊」と表示されます。

この内容で登録する場合は［はい］

ボタンをクリックします。

３．「利用者情報を更新しました」の文

字が表示され、変更が完了します。

（図４）

パスワード変更・メールの言語の選択（ログイン後にご利用いただけます）

パスワードの変更のほか、図書館からお送りするメールの言語を選択できます。
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図１：【蔵書検索ページ（ログイン中の画面）】

図２：【パスワード変更画面】

図３：【パスワード変更確認画面】

図４：【変更完了画面】



新着メール登録の方法

●タイトルや著者など条件をご登録いただくと、直近１週間にその条件を満たす資料を初めて図
書館で受け入れた場合、水曜日にメールでご連絡するサービスです。（新着メール見本は34
ページを参照）

●条件は10件まで登録できます。１つの条件につき、１通のメールをお送りします。

●メールアドレスを登録していない方は、メールアドレスのご登録をお願いします。登録するメー
ルアドレスに、 yokohama-library@lib.city.yokohama.lg.jpからのメールが届くように設定をお願
いします。

１．横浜市立図書館蔵書

検索ページ（※）のログイ

ンエリアから、「図書館カー

ド番号」「パスワード」を入

力して ログインボタンをク

リックしてください。（図１）

※https://opac.lib.city.yok

ohama.lg.jp/opac/

２．メニューから「新着メー

ル登録」をクリックしてくだ

さい。 条件を入力するとき

は、編集の［登録］ボタンを

クリックしてください。（図

２）

３．［登録］ボタンをクリック

すると、条件を入力する画

面になります。（図３）

操作マニュアル Web-OPAC 編

32

図１：【ログイン画面】

図２：【蔵書検索ページ（ログイン中の画面）】



３．タイトル・著者・分類

番号などの条件を入力

して 登録 ボタンをク

リックします。（図３）
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【新着メール条件登録画面】の入力項目（図３）

◆(1)登録名（※）は必ず入力してください。

◆(4)タイトル、(5)著者、(6)分類番号のうち１項目は設定が必要です。

◆複数項目を設定した場合は、全ての条件を満たす資料の情報をお知らせします。

◆(4)～(8)が資料を抽出する条件となる項目です。

図３：【新着メール条件登録画面】

（4）タイトル、（5）著者、（6）分類番号のうち、１項目
は設定が必要です。
※例では分類番号「740（写真）」を入力しています。

(1)登録名は必ず入力してください。（1）

（6）

（3）

（5）

（4）

（2）

（7）

（8）

（9）

項目名 説明

(1) 登録名 ※ 登録する条件に名前を付けてください。新着メールの本文内に記載さ
れます。

(2) メモ 任意に設定してください。新着メールの本文内に記載されます。

(3) 送信有無 「送信する」を選択した場合のみ、新着メールが送信されます。条件作
成中で一時保存したい場合などは「送信しない」も選択できます。

(4) タイトル 資料の書名、テーマ、内容紹介についてのキーワードを設定します。

(5) 著者 著者名または出版者名を設定します。

(6) 分類番号 資料の分類を設定します。分類番号が不明な時は、［分類番号検索］
ボタンをクリックしてください。ガイドページに移動します。

(7) 資料選択 対象とする資料の区分を設定可能です。チェックボックスで選択してく
ださい。

(8) 資料形態 対象とする資料形態を設定可能です。ドロップダウンボックス（▼をク
リック）から選択してください。

(9) 上限送信件数 １通のメールでお知らせする資料数の上限を選択可能です。



操作マニュアル Web-OPAC 編

34

４．登録が完了しました。登録した条件を変更するときは［編集］ボタン、削除するときは［削除］ボタ

ンをクリックしてください。（図４）

※ 条件を変更したいときは、 ［編集］ ボタンをクリックしてください。新着メール条件登録画面（図

３）が表示されます。

図４：【新着メール登録画面】

参考：【新着メール見本】


