
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 あかちゃんと保護者の方へ 

図書館利用ガイド 

図書館カードを作りましょう！！ 

 

０歳の赤ちゃんも、 

本人が来館されていれば 

図書館カードをお作り 

します。 

中学生以上の方は、住所を確認でき

る証明書をご持参ください。 
本がいっぱい！！ 
 

図書館には、赤ちゃん向けの

絵本、育児の本など、いろいろな

本があります。お子さんと

一緒に、楽しみながら本をお

選びいただけます。 

図書館員おすすめのえほん 

リスト『えほんの小箱』を各

図書館でお配りしています。 

おはなし会もひらいています！！ 

 

図書館では、おはなし

会をひらいています。

お話を聞いたり、絵本

を読んでもらう楽しみ

を、お子さんと一緒に

体験してください。  

子育てを絵本とともに．．． 



中央図書館 

〒650-0017 

神戸市中央区楠町 7-2-1 

大倉山公園内 

（中央体育館・文化ホール山側） 

市営地下鉄大倉山駅 北 200m 5 分 

高速神戸駅     北 500m 10 分 

ＪＲ神戸駅       北 800m 15 分 

市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅 

            北 800m 15 分 

Tel ：３７１-３３５１ 

Fax：３７１-５０４６ 

 

開館時間 

火～土   ９：15-20：00 

日・祝・休 ９：15-18：00 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

神戸市立図書館                        

休館日（名谷図書館以外） 

・ 毎週月曜日 

・ 年末年始（12/29～1/3） 

・ 蔵書点検期間 

☆ 館内整理日（中央図書館のみ 

2・６・10・12月の第３木曜日） 

☆ 月曜日が祝・休日の場合は開館し、 

直後の祝・休日でない日を休館します。 

 

 

 

 

カーペットコーナーがあります。 

子育て関連コーナーには、離乳食やしつ

け、「イクメン」のすすめ、子ども連れ

の旅行など、子育てのさまざまな場面で

役立つ本を集めています。 

授乳には、救護室を使っていただけま

す。お気軽に声をおかけください。 

食堂はありますが、持ち込みはできませ

ん。飲食には、中庭をご利用ください。 

駐車場は中央体育館にあります（有料）。 

休館日については、名谷図書館のご案内

部分をご覧ください。 



東灘図書館 

〒658-0052 

神戸市東灘区住吉東町２-３-40 

JR・六甲ライナー住吉駅  

南東 500ｍ 10 分 

市バス･阪神バス東灘区役所前すぐ 

Tel ：858-8773 

Fax： 858-8776 

 

開館時間 

火～土   10：00-20：00 

日・祝・休 10：00-18：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

灘図書館 

〒657-0027 

神戸市灘区永手町 4-2-1 

フォレスタ六甲 2 階 

ＪＲ六甲道駅 北 100m ３分 

阪急六甲駅   南 300m ８分 

Tel ：854-5560 

Fax：851-4041 

 

開館時間 

火～土   10：00-20：00 

日・祝・休 10：00-18：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 9 月に移転開館した新し

い図書館です。 

カーペットコーナーや授乳室があり

ます。男性用トイレにも、おむつ交換

台と子ども用トイレがあります。 

有料駐車場（９台）があり、周辺にも

シーアなどに駐車場があります。 

 

 

 

 

ＪＲ六甲道駅のホームから見える 

図書館です。市バスターミナルに近い

エレベーターが、ご来館には便利です。

２階までおあがりください。 

フォレスタ六甲ビルや六甲道駅周辺

には駐車場が多数あります（有料）。 



三宮図書館 

〒651-0096 

神戸市中央区雲井通 5-1-2 

勤労会館 1 階（中央区役所隣） 

 

JR 三ノ宮駅       南東 200ｍ ５分 

市営地下鉄三宮駅 南東 300m ８分 

阪急神戸三宮駅  南東 300m ８分 

阪神三宮駅    北東３00m ８分 

Tel ：251-5015 

Fax：251-5614 

 

開館時間 

火～土   10：00-21：00 

日・祝・休 10：00-18：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットで図書館をもっと便利に 

「時間がない」「子どもが静かにできるか心配」などの理由で、 

図書館に行きづらい、と感じていらっしゃる方には、 

インターネットを利用した「ネットワークサービス」が便利です。 

 

★ 読みたい本が、どの図書館にあるか調べられます。 

★ 神戸市立図書館にある本なら、予約をすることもできます。 

★ 借りている本の冊数や、返却期限などが確認できます。 

★ 一度だけ、借りている本の返却期限を延長できます。 

 

※ ご利用にはパスワードが必要です。 

図書館の窓口にお申込みください。 

 

 

 

三宮駅の近くにあります。中央区役所隣

のレンガの建物の１階です。お買い物帰

りなどにもご利用ください。平日は夜９

時まで開いています。 

おむつ交換台は、勤労会館２階の女子ト

イレにあります。 

授乳室は、勤労会館４階にあります。利

用をご希望の方は２階受付窓口にお声

かけ下さい（日・祝は 17 時まで）。 

駐車場は周辺駐車場をご利用ください

（有料）。 

 

 



兵庫図書館 

 〒652-0897 

神戸市兵庫区駅南通 5-1-1 

 キャナルタウンイースト 2階 

ＪＲ兵庫駅 南 100ｍ ３分 

高速大開駅 南 300ｍ ８分 

Tel ：682-9501 

Fax：682-9502 

 

開館時間 

火～土   10：00-20：00 

日・祝・休 10：00-18：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

新長田図書館 

〒653-0835  

神戸市長田区細田町 7-1-27 

市営細田住宅２階 細田児童館、 

細田地域福祉センター 併設 

市営地下鉄新長田駅・JR 新長田駅 

北東 200m ５分 

山陽西代駅   南 200m ５分 

Tel ：691-1600 

Fax：691-2181 

 

開館時間 

火～土   10：00-20：00 

日・祝・休 10：00-18：00 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
JR 兵庫駅南側、すぐ近くにあります。 

「赤ちゃんえほんコーナー」には読み

聞かせの参考になる本も集めていま

す。ぜひ手にとってみてください。 

事務室内に授乳場所を用意していま

す。お気軽にお声をかけてください。 

 

 

 

 

「赤ちゃんえほんコーナー」には、数

多くの絵本をそろえています。 

授乳には、事務室を使っていただけま

す。お気軽にお声をかけてください。 

駐車場は、図書館のある市営細田住宅

の地下にあります（有料）。 



鈴蘭台駐車場 
（すずらんホール） 

北図書館 
〒651-1114 

神戸市北区鈴蘭台西町１-22-１ 

北区文化センター3 階・2 階 

（北区役所隣） 

神戸電鉄鈴蘭台駅 

北西 500m 10 分 

Tel ：592-7573 

Fax：595-1297 

 

開館時間 

火～土   10：00-20：00 

日・祝・休  ９：00-17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

北神図書館  

〒651-1302 

神戸市北区藤原台中町 1-2-2 

エコール・リラ南館４階 

神戸電鉄岡場駅  西 300m 5 分 

Tel ：981-8210 

Fax：981-8220 

開館時間 

火～土   10：00-20：00 

日・祝・休 10：00-18：00 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「えほんコーナー」は、くつをぬいで入

れるカーペットスペースになっていま

す。 

おむつ交換台は、区民センター１階の

男女のトイレにあります。 

近くに鈴蘭台駐車場があります（有料）。 

 

 

 

 

赤ちゃん絵本は、くつをぬいで入れる

カーペットコーナーにあり、ゆっくりと

絵本を楽しんでいただけます。 

おむつ交換は、エコール・リラ南館４階の

お手洗いをお使いください。 

 

北区文化センター

3F・2F 



垂水図書館 

〒655-0893 

神戸市垂水区日向 1-5-1 

レバンテ垂水 2 番館 1 階 

垂水区役所 

垂水勤労市民センター 併設 

山陽垂水駅 北東 200m ５分 

ＪＲ垂水駅 北東 200ｍ ５分 

Tel ：709-7712 

Fax：709-7713 

 

開館時間 

火～土   10：00-20：00 

日・祝・休 10：00-18：00 

 

 

 

 

 

 

 

西図書館 

〒651-2273 

神戸市西区糀台 5-6-1 

西区文化センター１階 

市営地下鉄西神中央駅 

東 200ｍ 5 分 

Tel ：991-8311 

Fax：992-2583 

 

開館時間 

火～土   10：00-20：00 

日・祝・休  ９：00-17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

おむつ交換台は、レバンテ垂水１階女

子トイレ、３階・勤労市民センター男

子トイレにあります。 

授乳室は、区役所２階の健康福祉課で

ご利用いただけます（火～金 17 時まで）。 

 

 

 

西神中央駅近くにあります。お買い物

帰りなどにもご利用ください。 

ベビーカーのまま「えほんコーナー」

へ入っていただけます。 

おむつ交換台は区民センター１階女

子トイレと４階トイレにあります。 

 



バス停 

須磨図書館 
〒654-0035 

神戸市須磨区中島町 1-2-3 

須磨区文化センター1 階 

山陽東須磨駅 南西 500m 10 分 

JR 鷹取駅    北西 500m 10 分 

JR 須磨海浜公園駅 

北東 700m 10 分 

Tel ：735-7444 

Fax：735-4313 

 

開館時間 

火～土   10：00-20：00 

日・祝・休  ９：00-17：00 

 

 

 

 

 
 

名谷図書館 

〒654-0154 

神戸市須磨区中落合 2-2-4 

大丸須磨店 4 階 

市営地下鉄名谷駅 南 120m 3 分 

Tel ：742-6560 

Fax：742-6561 

 

開館時間 

平日・土  10：00-20：00 

日・祝・休 10：00-18：00 

 
 

 

 

 

名谷図書館の休館日：第 1 月曜日とその週以外の火曜日。年末年始。蔵書点検期間。 

（第 1 月曜が祝休日の場合開館、直後の祝休日でない日を休館。火曜が祝休日の場合開館。） 

 

 

 

 

「赤ちゃんえほんコーナー」がカーペッ

トコーナーにあり、くつをぬいでゆっく

りと絵本を楽しんでいただけます。 

おむつ交換台は、女子トイレにあります。

駐車場は、図書館のすぐ前にあります

（有料）。 

 

 
 

児童書コーナーに、親子で使える「寝ころび

スペース」があります。 

エスカレーター横の「キッズコーナー」は

飲食可能です。 

授乳・おむつ交換は、大丸須磨店 4 階の

授乳室をお使いください。 


