
 

<１> 奈良地区センター 

 図書コーナー 
奈良町 1843-11 
℡ 963-5380 

【開館日】毎月第２(火)〔祝日にあたる場合
は翌日〕と年末年始以外、毎日 

【利用時間】月～土 9:00～21:00  
日・祝 9:00～17:00 

【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】11,922 冊（一般書：6,408 冊 

児童書：5,514 冊）  
新聞：1 紙 雑誌：4 誌 

【特色】幼児と小学低学年向けの読み聞か
せ「おはなしのくに」を開催。学習室あ
り（17 席）。リクエスト可。話題の本が
揃っています。 

 

<２> 田奈小学校 市民図書室 

 
田奈町５１－１３ 

【開館日】水・日のみ 
【利用時間】水 15:00～17:00 

日 10:00～12:00 
【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】4,702 冊（一般書：2,170 冊  

児童書：2,532 冊） 
【特色】リクエスト可。メディアで紹介さ

れた話題本をタイムリーに購入し、市民
図書だよりや新刊チラシでお知らせして
います。 

本の印がある施設は市立図書館の資料の 

返却と予約資料の受取ができます。 

(予約資料の受取にはメールアドレスの 

登録が必要です)。 

 

<３> 青葉区区民活動支援センター 
 （市立図書館資料の受取･返却のみ） 

田奈町７６  ℡ 989-5265 
【開館日】毎月第４(日)と年末年始以外、毎日 

【利用時間】月～土 9:00～21:00  

日・祝 9:00～17:30 

<３> 青葉国際交流ラウンジ 
田奈町７６  ℡ 989-526６ 

【開館日】区民活動支援センターと同じ 
【利用時間】月～土 9:00～21:00  

日・祝 9:00～17:00 

【貸出冊数】２冊  【貸出期間】14 日間 

【蔵書数】1,367 冊（一般書：180 冊  

日本語学習：599 冊 外国語学習：180 冊 

情報関係：256 冊 辞典：129 冊 地図： 

23 冊）その他 CD･DVD も有り 

【特色】日本語学習・外国語学習用図書、 

外国文化関連図書が豊富です。 

<６> 若草台地区センター 

 図書コーナー 
若草台２０－５ 
℡ 961-0811 

【開館日】毎月第２(月)〔祝日にあたる場合
は翌日〕と年末年始以外、毎日 

【利用時間】月～土 9:00～21:00  
日・祝 9:00～17:00 

【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】10,931 冊（一般書：5,128 冊 
児童書： 5,803 冊） 

新聞：1 紙 雑誌：6 誌 
【特色】学習コーナーあり（20 席）。スプ

ンク劇場による読み聞かせを開催。話題
の新着本が少ない待ち時間で借りられま
す。多読学習用の絵本が充実しています。 

 

<７> 桂台コミュニティハウス 

 
桂台１－４ （桂小学校内） 
℡ 962-5467 

【開館日】月・水・木・土・日 
【利用時間】9:00～21:00 
【貸出冊数】３冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】6,230 冊（一般書：4,413 冊  

児童書：1,817 冊） 
新聞：1 紙 雑誌：12 誌 

【特色】幼児向けおはなし会を開催（年間
４回）。閲覧・学習コーナー・サロンあり。
「笑顔と挨拶の空間」をキャッチフレー
ズに、地域の皆様方が気軽に立ち寄り、
話題の本を手にできるよう動線を意識し
た新着本等の配架・展示に努めています。 
 

<４> 鴨志田中学校 市民図書室 

 
鴨志田町５３６ 

【開館日】土・日のみ（第２土曜日、第４日
曜日は休室） 

【利用時間】土 14:00～16:00 
日 10:00～12:00 

【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】6,286 冊（一般書：5,254 冊  

児童書：1,032 冊） 
【特色】リクエスト可。年 3 回、多様なジ

ャンルの受賞作品や話題の本をタイムリ
ーに購入。絵本、料理、趣味のコーナー
もあり、ゆっくり過ごしていただけます。 

<12> もえぎ野小学校 

市民図書室 
もえぎ野１６ 

【開館日】土・日のみ 
（月によって休室日あり） 

【利用時間】土 14:00～16:00 
日 10:00～15:00 

【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】６,096 冊（一般書：3,143 冊  

児童書：２,9５3 冊） 
【特色】閲覧コーナーあり（40 席）。利用

者に喜ばれる話題本、子供達に人気のあ
るシリーズ本、課題図書等取り揃えてい
ます。 

<13> 藤が丘地区センター 

 図書コーナー 
藤が丘１－１４－９５ 
℡ 972-7021 

【開館日】毎月第４(火)〔祝日にあたる場合
は翌日〕と年末年始以外、毎日 

【利用時間】月～土 9:00～20:30  
日・祝 9:00～17:30 

【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】11,666 冊（一般書：５,791 冊 

児童書：5,875 冊） 
新聞：2 紙 雑誌：1 誌 

【特色】学習コーナーあり(18 席)。幼児対
象の読み聞かせ（月 2 回）、季節ごとに一
般対象の語りを団体「おはなしのゆりか
ご」により実施しています。市立図書館
で予約の多い本、50 冊は揃えています。 

 

<５> 鴨志田コミュニティハウス 

 
鴨志田町８０５（鴨志田第一小学校内） 
℡ 962-2813 

【開館日】土・日のみ 
【利用時間】土 14:00～16:00 

日 10:00～12:00 
【貸出冊数】１冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】7,934 冊（一般書：5,436 冊  

児童書：2,498 冊） 
【特色】リクエスト可。新刊、話題の本が

借りやすいです。閲覧コーナーあり（6
席）。 

 

<８> 青葉台コミュニティハウス 

   「本の家」 
青葉台２－２５－４ 
℡ 981-1400 

【開館日】毎月月末と年末年始、図書整理期
間以外、毎日 

【利用時間】月～土 9:00～21:00  
日・祝 9:00～17:00 

（本の貸出は閉館 30 分前まで） 
【貸出冊数】６冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】28,760 冊（一般書:14,878 冊 

児童書：13,882 冊） 
新聞：3 紙 雑誌：12 誌 

【特色】学習室あり（34 席）。月２回の読
み聞かせ「おはなしの部屋」あり。話題
の本や多様な児童書を揃えることで地域
の図書室として賑わっています。 

 

<17> 美しが丘西地区センター 

  図書コーナー 
美しが丘西３－６０－１５ 
℡ 903-9204 

【開館日】毎月第３(火)〔祝日にあたる
場合は翌日〕と年末年始以外、毎日 

【利用時間】月～土 9:00～21:00  
日・祝 9:00～17:00 

【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】10,977 冊（一般書：5,671

冊 児童書：5,306 冊） 
新聞：2 紙 雑誌：11 誌 

【特色】学習コーナーあり（16 席）。
第 3 金曜日に幼児向けのおはなし会
「まほうのとびら」を開催。話題の
本が揃っています。絵本・紙芝居が
豊富です。 

 

<９> さつきが丘 

コミュニティハウス 

 
さつきが丘８ （さつきが丘小学校内） 
℡ 974-2543 

【開館日】水・木・金・土・日 
【利用時間】9:00～21:00 
【貸出冊数】２冊（文庫本４冊） 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】5,653 冊（一般書：5,198 冊  

児童書：455 冊） 
【特色】新刊（話題の本等）を中心に選定

しています。文庫本を多数所蔵していま
す。子ども向けには、絵本や人気の物語、
漫画もあります。 

<18> 美しが丘東小学校 

市民図書室 
美しが丘２－２５ 

【開館日】土・日 
（学校行事による休室日もあり） 

【利用時間】10:00～12:00 
【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】3,862 冊（一般書：2,767 冊  

児童書：1,095 冊） 
【特色】新刊本を中心に本を購入していま

す。リクエストも可。毎月世話人による
ミニお話会を開催。 

<10> 鉄小学校 市民図書室 

 
鉄町４２７ 

【開館日】土・日のみ（第２、第４土曜日は
休室） 

【利用時間】13：30～15：30 
【貸出冊数】１冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】5,520 冊（一般書：3,785 冊  

児童書：1,735 冊） 
【特色】リクエスト中心に新刊本を多数取

り揃え、図書便り（年 3 回発行）にて地
域や小学校にご案内しています。 

<19> 山内コミュニティハウス 
 
美しが丘５－４（山内中学校内） 
℡ 904-2531 

【開館日】月・水・木・土・日 
【利用時間】9:00～21:00 
【貸出冊数】２冊（文庫本は 4 冊） 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】３,188 冊（一般書：2,707 冊  

児童書：481 冊） 
新聞：1 紙 

【特色】リクエスト可。新刊本を中心に書
店の売れ筋や書評を参考に購入していま
す。来館の皆様が利用し易いよう、新規
購入本コーナーや文庫本コーナーを設置
しています。 

 

<11> みたけ台 

コミュニティハウス 

 
みたけ台３０ （みたけ台中学校内） 
℡ 973-3833 

【開館日】月・水・木・土・日 
【利用時間】9:00～20：45 
【貸出冊数】４冊（新刊は２冊まで） 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】３,163 冊（一般書：2,398 冊、

児童書：765 冊） 新聞：1 紙 
【特色】学習コーナーあり（26 席）。自主

事業としてお話会（年 6 回）を開催して
います。新しい本（話題の本など）が揃
っており借りやすいです。 

<20> あざみ野第一小学校 

市民図書室 

 
あざみ野４－６－１ 

【開館日】土・日（年末年始と 8 月を除く） 
【利用時間】13:00～15:00 
【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】2,111 冊（一般書：1,366 冊   

児童書：745 冊） 
【特色】利用者のリクエストを中心に、話

題の新刊本を購入しています。雑誌「暮
らしの手帖」を定期購入しています。年
に一度落語会を開催。小学生落語家も登
壇します。 

<21>大場みすずが丘地区センター 

 図書コーナー 
みすずが丘２３－２ 
℡ 974-0861 

【開館日】毎月第２(火)〔祝日にあたる場合
は翌日〕と年末年始以外、毎日 

【利用時間】月～土 9:00～21:00  
日・祝 9:00～17:00 

【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】12,290 冊（一般書：7,152 冊 

児童書：5,138 冊） 
新聞：1 紙 雑誌：5 誌 

【特色】学習コーナーあり（12 席）。「おは
なしの森ひろば」という毎月１回の読み
聞かせを行っています。リクエスト可。
人気の本が早く借りられます。 

 

<22> アートフォーラムあざみ野 

男女共同参画センター横浜北 
あざみ野南１－１７－３ 
℡ 910-5723（総合受付） 

【開館日】毎月第４(月)と年末年始以外、毎
日 

【利用時間】月～土 9:00～21:00  
日・祝 9:00～17:00 

（本の貸出は閉館 15 分前まで） 
【貸出冊数】10 冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】6,400 冊 雑誌等も有り 
【特色】ミーティングスペースあり（70

席）。女性の就業支援や表現活動、市民活
動支援に関する本､アートがテーマの本､
絵本を収集。特集展示やおすすめ本フェ
アも開催。 

青葉区内には山内図書館のほかにも 

地区センター、コミュニティハウス、 

市民図書室など、それぞれで所蔵している 

図書を貸出している施設があります。 

山内図書館と区役所は、読書活動推進事業と 

して各施設と協力しマップの改訂版を作成し 

ました。マップの情報は2016年9月1日現在 

のものです。情報は変わることもあります. 

詳細は各施設にお問い合わせください。 

 

<14> 老人福祉センターユートピア青葉・ 

もえぎ野地域ケアプラザ 図書コーナー 
もえぎ野４－２ 
℡ 974-5402 

【開館日】毎月第３(月)と年末年始以外、毎
日 

【利用時間】月～土 9:00～21:00  
日・祝 9:00～17:00 

【貸出冊数】５冊 
【貸出期間】30 日間 

（新着図書のみ 14 日） 
【蔵書数】3,322 冊（一般書：2,114 冊  

児童書：428 冊 その他：780 冊） 
新聞：3 紙 雑誌：36 誌 

【特色】様々な世代の方が普段から利用し
ているため、絵本、紙芝居、大活字本や
写真集、料理・手芸本など多彩な図書を
所蔵しています。 

<2３> 荏田西コミュニティハウス 

 
 荏田西１－４－２（荏田富士塚公園内） 

℡ 507-1213 
【開館日】毎月第４(月)［祝日にあたる場合

は翌日］と年末年始以外、毎日 
【利用時間】月～土 9:00～21:00 

日・祝 9:00～17:00 
【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】 270 冊 
【特色】平成 28 年 1 月に開館のため、蔵

書数はまだ少ないですが、新刊（話題の
本）が多く、借りやすいとご好評いただ
いています。 

 

<15> すすき野 

コミュニティハウス 

 
すすき野３－４－３（すすき野中学校内） 
℡ 902-9832 

【開館日】火・水・木・土・日 
【利用時間】9:00～20:45 
【貸出冊数】２冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】4,820 冊（一般書：3,644 冊 児

童書： 1,176 冊） 
新聞：1 紙 紙芝居（約 100） 

【特色】読み聞かせを月 1 回実施していま
す。話題の新刊本が（運がよければ）す
ぐに借りられます。 

 

<16> 嶮山小学校 市民図書室 

 
 
すすき野１－６－４ 

【開館日】水・土・日 
【利用時間】14:00～16:00 
【貸出冊数】３冊 
【貸出期間】14 日間 
【蔵書数】7,192 冊（一般書：3,730 冊  

児童書：3,462 冊） 
雑誌：4 誌 

【特色】リクエスト可。話題の新刊書の購
入を心がけています。紙芝居が充実して
います。「図書だより」にて 新規購入本
の案内をしています（年２回）。 


