
住　所　富岡東4－13－2
電　話　775-3692
F A X　 775-3792
開館時間　月～土 9時～21時
　　　　日・祝 9時～17時
休館日　第3月曜日
　　　　(祝日の場合はその翌日)
　　　　12/28～1/4
貸出冊数・期間　1人5冊、2週間
蔵　書　約11,900冊
催　し　おはなしころりん村
　　　　(第1木曜日 11時～11時30分)

住　所　六浦5－20－2
電　話　788-4640
F A X　 788-4641
開館時間　月～土 9時～21時
　　　　日・祝 9時～17時
休館日　第4月曜日
　　　　(祝日の場合はその翌日）
　　　　12/28～1/4
貸出冊数・期間　1人5冊、2週間
蔵　書　約10,000冊
催　し　みんなで楽しむわらべうた
　　　　(第2土曜日 11時～11時30分)

皆さんの身近な地区センター、コミュニティハウスなどでも本が借りられます
次のコミュニティハウスでも図書を貸し出しています。利用手続きや利用日時などは変更になる場合もありますので、
事前にお問い合わせください。

住所　六浦南3－22－1　　電話・FAX　 785-7474    休館日　火・金曜日、12/29～1/3
利用日時　月・水・木・土・日 10時～17時　　　   蔵書　約4,000冊

市民図書室は、地域の小学校内にあり、図書を貸し出しています。
利用手続きや利用日時などは
各施設により異なりますので、
事前にご確認ください。

住所　六浦3－11－1

住所　釜利谷南4－12－1

住所　能見台3－32－1

住所　並木3－10－1

住所　並木1－25－1

住所　東朝比奈2－53－1

住所　富岡西5－49－1

住所　西柴4－23－1

住所　寺前2－21－7

住所　並木1－7－1　　電話・FAX　 774-3405    休館日　金曜日、12/29～1/3
利用日時　月・木・土・日 9時30分～16時30分　火・水 13時30分～16時30分　　　蔵書　約4,000冊

住所　泥亀1－21－2　　電話・FAX　 790-1757    休館日　火・金曜日、12/29～1/3
利用日時　月・水・木・土・日 9時30分～16時30分　　　蔵書　約3,500冊

住所　釜利谷西4－8－1　　電話・FAX　 701-1727    休館日　金曜日、12/29～1/3
利用日時　月・木・土 9時30分～20時30分  火・水・日 9時30分～16時30分 　　　蔵書　約4,500冊

住所　大道2－3－1　　電話・FAX　 788-2626    休館日　火・金曜日、12/29～1/3
利用日時　土・日・月 9時～17時 水・木 一部時間帯を除き開放　　　蔵書　約5,600冊

住所　富岡西7－13－1　　電話・FAX　 775-0549    休館日  火(午前・夜間)・金曜日、12/29～1/3
利用日時　月・水・木・土・日 9時30分～16時30分　　　蔵書　約4,000冊

住所　富岡西1－73－1　　電話・FAX　 775-3600    休館日　金曜日、12/29～1/3
利用日時  月・水・木・土・日 9時30分～16時30分  火 9時30分～12時30分　　　   蔵書　約4,000冊

六浦南コミュニティハウス
(六浦南小学校内)

小田コミュニティハウス
(小田中学校内)

富岡コミュニティハウス
(富岡小学校内)

大道コミュニティハウス
(大道小学校内)

西金沢コミュニティハウス
(西金沢学園分校舎内)

八景コミュニティハウス
(八景小学校内)

並木北コミュニティハウス
(並木第一小学校内)

並　木   駐車場所

※詳しくは、横浜市立図書館ホームページを
　ご覧いただくか、中央図書館(☎262-0050)
　にお問い合わせください。

朝比奈小学校

並木中央小学校

巡　回　場　所

八景西   駐車場所　八景西公園(隔週水曜日：大川7)

A

B

六浦小学校

釜利谷南小学校

並木第四小学校

西富岡小学校

文庫小学校

西柴小学校 能見台小学校
イド藻公園
(隔週火曜日：並木三丁目3)

水産業に係る図書及び魚類のはく製を
閲覧できます。(貸出は行っていません)

学術情報センター
(金沢八景キャンパス)

図書館本館

海洋や地球科学に関する資料を収集し、
一般に公開している専門図書館です。

動植物に関する資料を閲覧できます。
(貸出は行っていません)

住　所　釜利谷東5ー15ー1
電　話　701-0223
開館時間　火～日　9時30分～16時30分
休館日　月曜日(祝日の場合は翌日)
　　　　動物園休園日・12/29～1/1
蔵　書　約6,000冊
催　し　おはなし会(毎月1回)
　　　　詳細はお問合せください。

関東学院大学横浜市立大学

神奈川県立金沢文庫 図書閲覧室

住　所　福浦2ー12ー4
電　話　788-7608
開館時間　月～金　9時30分～12時
　　　　13時～17時30分
休館日　土・日・祝日・年末年始
蔵　書  約260,000冊

海洋研究開発機構
横浜研究所図書館

水産研究・教育機構
中央水産研究所図書資料館

金沢自然公園
ののはな館　

医学情報センター
(福浦キャンパス)

図書館分館

図書館
金沢文庫分館

住　所　金沢町142    電　話　701-9069　F A X　788-1060
開室時間　平日・土・日・祝　9時～16時30分(入室は30分前まで)

住　所　瀬戸22ー2
電　話　787-2075(カウンター)
　　　　787-2076(レファレンス)
F A X　 787-2079
蔵　書　約870,000冊(全館)

住　所
電　話
F A X　

住  所　
電  話
F A X

住  所　釜利谷南3ー22ー1
電  話　786-7171　  F A X   786-7172

住  所
電  話
F A X

～地域を調べるのに役立つ資料が閲覧できます～

住　所　昭和町3173ー25
電　話　778-5476
F A X 　 778-5484
開館時間　月～金　10時～17時
休館日　土・日・祝日・年末年始
蔵　書　約45,000冊(全館・一部は要取寄せ)
貸出冊数・期間　
一部図書のみ可(1人3冊、1ヶ月)

福浦3ー9
787-2556
787-2560

蔵  書　約1,450,000冊(全館)

六浦東1ー50ー1
786-7059
786-7068

六浦東1ー50ー1
786-7025
785-9572

月曜日（祝日の場合は開室）
金沢文庫休館日休室日

区内の大学図書館や専門図書館などもご利用いただけます

金 沢 区読書施設マップ

貸出サービスは行っていませんが、閲覧室に公開されている図書(約7,000冊)・雑誌は
自由に閲覧できます。
[主な開架図書]日本中世史、仏教関連、古典文学、古美術、各種辞書・事典、郷土資料、金
沢文庫の刊行物、博物館・美術館等の展覧会図録、子供向けの歴史読み物・まんが等。
特別資料として、国宝称名寺聖教・金沢文庫文書(いずれも称名寺所蔵)の写真版を保管し
ており、一般の方でも閲覧可能です。

図書館本館は雑誌『建築文化』に「書物のカテドラル(大聖堂)」と
して大きく紹介されました。１階「ブラリ」は多様な学習スタイル
に対応可能な5つのエリアで構成されています。横浜市内には
本館のほか、分館、金沢文庫分館もあり、各館ともに学部の教育・
研究に応じた蔵書構成となっています。

どなたでも調査・研究を目的とする閲覧が可能です。学術情報
センターは、学術書や学術雑誌のほか地方史、会社史・団体史
コーナーも充実しており、所蔵資料に関する市民講座も毎年
行っています。医学情報センターは、医学や看護学に関する図
書・雑誌を多数所蔵しています。

約3,000冊の図書を載せて
市内を巡回しています。
金沢区では2か所で約２週間
に１回、貸出・返却、図書館カ
ードの発行・更新を行ってい
ます。

富岡並木地区センター

六浦地区センター

住　所　能見台東2－1
電　話　787-0080
F A X　 787-0090
開館時間　月～土 9時～21時
　　　　日・祝 9時～17時
休館日　第1月曜日
　　　　(祝日の場合はその翌日)
　　　　12/28～1/4
貸出冊数・期間　1人5冊、2週間
蔵　書　約11,000冊
催　し　おはなしのへや
　　　　(第3土曜日 11時～11時30分)

住　所　柳町1－3
電　話　785-2403
F A X　 785-2404
開館時間　月～土 9時～21時
　　　　日・祝 9時～17時
休館日　第4月曜日(祝日の場合はその翌日）
　　　　12/29～1/3
貸出冊数・期間　1人5冊、2週間
蔵　書　約14,000冊
催　し　定例おはなし会
(奇数月 第3水曜日 11時～11時30分)
(偶数月 第3火曜日 11時～11時30分)

能見台地区センター

柳町コミュニティハウス

住　所　釜利谷南1－2－1
電　話　786-2193
F A X　 786-2194
開館時間　月～土 9時～21時
　　　　日・祝 9時～17時
休館日　第2月曜日
　　　　(祝日の場合はその翌日)
　　　　12/28～1/4
貸出冊数・期間　1人5冊、2週間
蔵　書　約11,400冊
催　し　おひざの上のおはなし会
　　　　(第1月曜日 11時～11時30分)

住　所　並木2－8－1
　　　　(横浜なみきリハビリテーション病院内)
電　話　781-7110
F A X　 781-7110
利用日時　火・金 15時～17時45分
※新着本・子ども向け本は常時貸し出し可
休館日　第2月曜日
　　　　(祝日の場合はその翌日）
　　　　12/29～1/3
貸出冊数・期間　1人5冊、2週間
蔵　書　約1,700冊　

釜利谷地区センター

並木コミュニティハウス

住　所　泥亀1－21－5
電　話　782-2908
F A X　 782-2909
開館時間　9時～17時
休館日　原則最終土曜日
　　　　12/28～1/4
貸出冊数・期間
60歳以上の方 1人2冊、2週間
蔵　書　約3,000冊

晴嵐かなざわ 富岡地域ケアプラザ 西金沢地域ケアプラザ
住　所　富岡西7－16－1
電　話　771-2301
F A X　 771-2360
開館時間　月～土 9時～21時
　　　　日・祝 9時～17時
休館日　12/29～1/3
貸出冊数・期間
　　　　1人3冊、2週間
蔵　書　約600冊

住　所　釜利谷南3－22－3
電　話　788-2228
F A X　 780-3080
開館時間　月～土 9時～21時
　　　　日・祝 9時～17時
休館日　第2月曜日 12/29～1/3
貸出冊数・期間
　　　　1人2冊、2週間
蔵　書　約250冊

老人福祉センター 地域ケアプラザ

住　所　泥亀2－14－5　※京浜急行・シーサイドライン　金沢八景駅から徒歩7分
電　話　784-5861　　FAX　781-2521　　　　　　　　　　　　　　　
開館時間　火～金　9時30分～19時　土・日・月・祝・12/28　9時30分～17時、1/4(正午～17時)
休館日　施設点検日(月1回)、12/29～1/3、図書特別整理日　  蔵　蔵　書　約160,000冊
催　し　●定例おはなし会(毎月第3水曜日15時30分～16時)
　　　　●おひざにだっこのおはなし会(毎月第4水曜日10時30分～11時)

約16万冊の蔵書の中には、児童書、紙芝居、郷土資料、大活字本や外国語図書などもあり、雑誌や新聞もご利用いただけ
ます。また、金沢区ゆかりのコーナーには、直木賞受賞作や金沢区が舞台として出てくる小説や随筆などを集めています。

金沢図書館

学校にあるコミュニティハウス

移動図書館「はまかぜ号」 市民図書室

一部の保育園では、園庭開放日などに図書を貸し出しています。
利用手続きや利用日時などは各園により異なりますので、事前
にお問い合わせください。

電話　784-5860　　FAX　789-3599
催し　親子で楽しむおはなし会、おはなし会

電話  780-3205　　FAX　780-3206
催し　わらべうたであそびましょう♡（第４水曜日）

地域子育て支援拠点とことこ

金沢地区センター

住所　能見台東2－3
電話　790-3440

●きらら保育園

電話　790-5225　　FAX　790-5227
催し　読み聞かせ（偶数月　第３金曜日）

柳町地域ケアプラザ

釜利谷地域ケアプラザ

能見台地域ケアプラザ

電話　788-2901　　FAX　788-2906
催し　おはなし会(読み聞かせ、わらべ唄、手遊び)（６月～２月の偶数月　第３月曜日）

電話　787-0991　　FAX　787-0993
催し　音読サロン(原則第１火曜日、要申込）

住所　泥亀2－14－5

住所　能見台東5－6 ２階

住所　柳町1－4

住所　釜利谷南2－8－1

住所　能見台東2－1

おはなし会などを定期的に開催している施設
※催しに関する詳細は、お問い合わせください。

住所　泥亀1－21－1
電話　781-9360

住所　並木1－4－4
電話　774-0345

●金沢さくら保育園

●並木保育園

住所　堀口19－3
電話　791-7444

住所　釜利谷東2－18－22
電話　308-1770

●金沢ぴよっこ保育園

●にじいろ保育園金沢文庫

住所　釜利谷東1－1－3
電話　781-9040

住所　六浦5－20－1
電話　701-1330

●釜利谷保育園

●南六浦保育園

住所　釜利谷東2－15－8
電話　783-4250

住所　六浦3－35－11
電話　783-5611

●にじいろ保育園釜利谷

●北六浦いちい保育園住所　谷津町231－5
電話　784-0542

●あおぞら谷津保育園
住所　大川7－20
電話　790-3656

●かのん保育園

保育園

閲覧
のみ

閲覧
のみ

閲覧
のみ
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京急逗

子線

六浦小

釜利谷南小

関東学院大学

関東学院大学

横浜市立大学
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金沢動物園

金沢自然公園
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野島公園金沢八景駅

金沢さくら保育園

並木保育園
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金沢文庫
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金沢区幸せお届け大使
ぼたんちゃん

金沢図書館
マスコットキャラクター
金沢りーど




