
利用登録
県内在住・在勤・在学の方に図書館カードを発行します。お名前とご住所が確認できるも
の（健康保険証・運転免許証等）をお持ちのうえ、ご本人が手続きをしてください。
カードの発行手続きは、郵送でも可能です。詳細はホームページをご覧ください。
カードは県立図書館（横浜市西区）と共通です。

貸出点数・期間
図書資料：10 冊まで（付録 CD-ROM などを含む）・3 週間
資料等を紛失・破損したときは弁済していただきます。

貸出延長
他の方の予約がなければ１回に限り貸出延長ができます。
図書館の窓口または電話、インターネットで手続きをしてください。

宅配貸出サービス
県内在住の方は、インターネット予約図書に限り、ご自宅で図書を受け取ることができま
す。（送料は利用者負担となります。）

お近くの図書館から
お住いの近くの図書館を通して、当館の図書を借りることができます。
お近くの図書館にお問い合わせください。

返却
開館時：カウンターへ
閉館時：図書館入口のブックポストへ
CD-ROM、DVD、ビデオなどの視聴覚資料や社史は、開館時に直接カウンターへ
※県立図書館、県立図書館横浜西口カウンターへの返却、郵送または宅配での返却も可能です。（送料は利
用者負担となります。）

予約
インターネット、電話でもどうぞ。
当館に所蔵のない図書は、リクエストもお受けします。

事前申し込みが必要な資料
◆外部で保管している技術関連の専門書など（相模原書庫）
　蔵書の場所表示：「県立川崎相模原書庫」「相模庫」
　資料の取り寄せ・提供：午前申し込み…原則、当日の夕方提供
　　　　　　　　　　　  午後申し込み…原則、翌開館日の夕方提供

◆電気・通信・機械・化学工業関連の外国語雑誌のバックナンバーなど（野庭収蔵庫）
　蔵書の場所表示：「県立川崎野庭収蔵庫」「収蔵庫」
　資料の取り寄せ・提供：申し込みから数日後の提供

レファレンスサービス
図書館司書がご相談に応じます。総合カウンター、専門相談カウンターへどうぞ。
電話・FAX・手紙・メールでもお受けします。

電子ジャーナル・データベース
ご利用には、図書館カードまたは、お名前とご住所の確認できるものが必要です。

コピーサービス（複写）
図書館にある図書・雑誌・新聞のコピー（著作権法第 31 条に基づいて行っています。）
白黒１枚：10 円　　カラー１枚：A3…90 円／ A4、B4、B5…60 円
※郵送での複写サービスも行っています。（白黒のみ１枚：30 円）

図書館の利用に不自由がある方
県内在住・在勤・在学の「身体障害者手帳」をお持ちで来館が困難な方を対象に、郵送貸
出サービスを行っています。事前に登録が必要です。
シニアグラス、拡大鏡、拡大読書器を備えています。

施設の利用
●ディスカッションルーム：所蔵資料を利用しながら少人数での議論ができます。部屋の

利用には、予約が必要です。
●知財スポット：発明協会・弁理士会・けいしん神奈川と連携した知的財産関連等の個別

相談を行います。相談には、予約が必要です。
●カンファレンスルーム：ものづくりに関する講座など多様なイベントを開催します。

利用案内

神奈川県立の図書館　ホームページ
◆https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/（PC）
◆https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/mobile/ （携帯）

神奈川県立川崎図書館
〒213-0012 川崎市高津区坂戸 3-2-1　KSP 西棟 2 階
TEL：044-299-7825（代表）／ 044-299-7826（カウンター直通）
FAX：044-322-8878

2019.5

JR 南武線「武蔵溝ノ口」駅／東急田園都市線・大井町線「溝の口」駅下車
●徒歩 15 分

●KSP シャトルバス
溝の口駅 北口バスターミナル 9 番
乗り場から「KSP 行き」約 5 分
利用時間　平日…午前 10 時以降＊

　　　　　土・祝・休日…始発から
＊平日の午前 10 時までは会員専用のバス

として運行しますので、ご乗車いただけ
る時間は午前 10 時以降となります。

●市バス
溝の口駅 北口バスターミナル 7 番乗り場から
○ 溝 04 系統「小杉駅前行き」
○ 溝 06 系統「井田営業所前行き」
○ 溝 06 系統「第三京浜入口行き」
○ 溝 15 系統「第三京浜入口行き」
○ 溝 18 系統「第三京浜入口行き」
2 つ目の「高津中学校入口」下車徒歩 1 分

交通案内
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神奈川県立図書館
人文・社会系の資料は神奈川県立図書館で所蔵しています。
〒220-8585 横浜市西区紅葉ケ丘 9-2　TEL: 045-263-5900（代表）
休館日：月曜日・第 2 木曜日・年末年始・資料総点検期間
※開館日・開館時間が県立川崎図書館と異なります。

県立図書館 横浜西口カウンター（かながわ県民センター９階）
県立 2 館のインターネット予約図書の貸出および図書の返却ができます。
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2　TEL: 045-312-1121（代表）
受付時間：15:00 ～ 21:00
1 階の返却ポストは県民センター開館時間中に利用できます。
休館日は別途ご確認ください。

※祝日の場合を含む
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科学技術資料と電子ジャーナル
●図書
　ものづくり技術を支える工学・産

業技術・自然科学分野の専門書約
241,000 冊

●社史
　国内有数のコレクション 約 19,500

冊
●特許・規格
　特許関連資料、JIS（日本工業規

格）、ASTM（米国材料試験協会規
格）など

●電子ジャーナル・データベース
　IEEE Xplore（限定メニュー版）、

Scopus、JDreamⅢ、JP-NET など
●専門誌
　技術調査や研究開発に役立つ雑誌（学会誌・講演論文集・会社技報・

海外の化学会誌など） 約 8,300（内継続 約 1,600）誌

専門的なレファレンスと
快適な調査環境
●図書館司書の専門的なレファレンスサービス

により求める情報の入手をサポートします。
●調査・研究に集中できる閲覧スペース、無料

Wi-Fi によるインターネット環境があります。

専門家との架け橋と
グループ討議の環境
●専門家による知的財産の個別相

談を行います。 
［知財スポット］

●専門家とじっくり相談できます。 
［コンサルティングルーム］

●少人数で議論ができます。 
［ディスカッションル－ム］

異分野・異業種の交流拠点
●様々な分野・業種の研究者・技術者、ものづ

くりに関心のある方の交流拠点です。
●ものづくりに関する講座など多様なイベント

を開催します。
　［カンファレンスルーム］

ゆったりとくつろげる空間
●ものづくりに役立つ入門書、新書、漫画などを、

リラックスして眺めることで、新たな発想やひ
らめきが生まれ、価値創造へとつながります。

　［ものづくり入門コーナー、ソファ席］

専門相談
カウンター

カンファレンスルーム

社史

電子ジャーナル・データベース

ディスカッションル－ム

つの機能 館内では Wi-Fi による
インターネット接続が
可能です。


