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北海道 札幌市中央図書館 北海道札幌市中央区南22条西13丁目1-1 2019年6月

北海道 美唄市立図書館 01125北海道美唄市西4条南1-4-1 2019年9月

北海道 函館市中央図書館 北海道函館市五稜郭町26-1 2018年3月

北海道 市立小樽図書館 01203北海道小樽市花園5-1-1 2019年7月

北海道 旭川市立中央図書館 北海道旭川市常磐公園 2019年9月

北海道 北見市立中央図書館 01208北海道北見市泉町1丁目2番21号 2019年9月

北海道 岩見沢市立図書館 01210北海道岩見沢市春日町2-18-1 2019年9月

北海道 苫小牧市立中央図書館 01213北海道苫小牧市末広町３丁目１－１５ 2019年6月

北海道 北海道立図書館 北海道江別市文京台東町41番地 2019年3月

北海道 江別市情報館 01217北海道江別市野幌末広町７ 2019年12月

北海道 市立名寄図書館 北海道名寄市大通南２丁目５番地 2019年9月

北海道 滝川市立図書館 01225北海道滝川市大町1-2-1 2019年6月

北海道 市立富良野図書館 01229北海道富良野市若松町 5 番 10 号 2019年9月

北海道 登別市立図書館 01230北海道登別市中央町5丁目21-1 2019年9月

北海道 恵庭市立図書館 01231北海道恵庭市恵み野西５丁目10-2 2019年9月

北海道 石狩市民図書館 01235北海道石狩市花川北7条1丁目26 2019年12月

北海道 栗山町図書館 北海道夕張郡栗山町中央3丁目309番地 2019年9月

北海道 浦河町立図書館 01607北海道浦河郡浦河町大通３丁目52番地 2019年7月

北海道 新ひだか町図書館 01610北海道日高郡新ひだか町静内山手町3-1-1 2019年9月

北海道 音更町図書館 北海道河東郡音更町木野西通15-7 2019年9月

北海道 新得町図書館 01632北海道上川郡新得町2条南3丁目 2019年9月

北海道 上士幌町図書館 01633北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線237番地 2019年12月

北海道 芽室町図書館 01637北海道河西郡芽室町東 4 条 3-6-1 2019年9月

北海道 幕別町図書館 01643北海道中川郡幕別町新町122-7 2019年9月

北海道 本の森　厚岸情報館 北海道厚岸郡厚岸町宮園１丁目１番地 2019年9月

北海道 滝上町図書館 北海道紋別郡滝上町栄町番地なし 2019年9月

北海道 札幌市図書・情報館 011011北海道札幌市中央区北1条西1丁目 2019年12月

北海道 札幌市東札幌図書館 011045北海道札幌市白石区東札幌4条4丁目1-1 2019年12月

北海道
ニセコ町学習交流センター
「あそぶっく」

013951北海道虻田郡ニセコ町字本通105番地 2019年12月

北海道 美瑛町図書館 014591北海道上川郡美瑛町幸町1-1-10 2019年12月

北海道 枝幸町立図書館 015148北海道枝幸郡枝幸町本町880-3 2019年12月

北海道 佐呂間町立図書館 015521北海道常呂郡佐呂間町字永代町166番地の2 2019年12月

北海道 興部町立図書館 015610北海道紋別郡興部町字興部219-21 2019年12月

北海道 足寄町図書室 016471北海道足寄郡足寄町南1条5丁目3番地 2019年12月

北海道 千歳市立図書館 北海道千歳市真町2196番地の1 2020年3月

北海道 池田町立図書館 北海道中川郡池田町字西１条1丁目 2020年12月

北海道 むかわ町立穂別図書館 佐々木敦子北海道勇払郡むかわ町穂別８０ 2021年3月

青森県 青森県立図書館 不明青森県青森市荒川藤戸119-7 2018年12月
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青森県 五所川原市立図書館 02205青森県五所川原市字栄町119 2019年9月

青森県 青森市民図書館 青森市新町一丁目3-7 2021年3月

青森県 八戸市立図書館 青森県八戸市糠塚字下道2-1 2021年3月

青森県 弘前市立弘前図書館 青森県弘前市下白銀町2-1 2021年3月

青森県 つがる市立図書館 青森県つがる市柏盛幾世41 イオンモールつがる柏内 2021年3月

青森県 八戸市立南郷図書館 青森県八戸市南郷大字市野沢字中市野沢39－1 2021年3月

岩手県 岩手県立図書館 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 2017年12月

岩手県 大船渡市立図書館 03203岩手県大船渡市盛町下舘下１８−１ （リアスホール内） 2019年6月

岩手県
花巻市立花巻図書館
石鳥谷図書館

03205岩手県花巻市石鳥谷町中寺林第7地割5番地1 2019年6月

岩手県 陸前高田市立図書館 03210岩手県陸前高田市高田町字馬場前89-1 2019年3月

岩手県 釜石市立図書館 岩手県釜石市小佐野町3-8-8 2019年9月

岩手県 二戸市立図書館 03213岩手県二戸市石切所字狼穴1-1 2019年9月

岩手県 奥州市立胆沢図書館
岩手県奥州市胆沢南都田字加賀谷地1-1
（胆沢文化創造センター内）

2019年9月

岩手県 紫波町図書館
岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前２丁目3-3
オガールプラザ中央棟　情報交流館内

2018年3月

岩手県 洋野町立種市図書館 岩手県九戸郡洋野町種市23-27-1 2019年9月

岩手県 一戸町立図書館 岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森117-2 2020年12月

岩手県 北上市立中央図書館 岩手県北上市本石町二丁目５番３５号 2020年12月

岩手県 一関市立花泉図書館 岩手県一関市花泉町涌津字上三ノ町12 2021年3月

宮城県 仙台市民図書館 宮城県仙台市青葉区春日町2-1　せんだいメディアテーク内 2018年9月

宮城県 宮城県図書館 宮城県仙台市泉区紫山1-1-1 2019年3月

宮城県 栗原市立図書館 宮城県栗原市築館薬師三丁目3番1号 2021年3月

宮城県 蔵王町立図書館 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦５番地 2021年3月

宮城県 登米市立登米図書館 宮城県登米市登米町寺池目子待井391 2021年3月

秋田県 秋田市立新屋図書館 05201秋田県秋田市新屋大川町12-26 2019年9月

秋田県 秋田県立図書館 秋田県秋田市山王新町14-31 2018年9月

秋田県 秋田市立中央図書館明徳館 05201秋田県秋田市千秋明徳町4-4 2019年9月

秋田県 能代市立図書館 05202秋田県能代市追分町4-26 2019年9月

秋田県 横手市立雄物川図書館 05203秋田県横手市雄物川今宿字鳴田133 2019年9月

秋田県 横手市立平鹿図書館 05203秋田県横手市平鹿町浅舞字浅舞393番地 2019年6月

秋田県
大館市立図書館
（大館市立栗盛記念図書館）

秋田県大館市字谷地町13 2019年9月

秋田県
鹿角市立花輪図書館
鹿角市立十和田図書館

05209秋田県鹿角市花輪字八正寺13番地コモッセ２F 2019年3月

秋田県 由利本荘市中央図書館 秋田県由利本荘市東町15番地 2018年12月

山形県 市立米沢図書館 山形県米沢市中央1-10-6 2019年3月

山形県 山形県立図書館 山形県山形市緑町1-2-36 2020年3月

山形県
川西町立図書館
（川西町フレンドリープラザ）

山形県東置賜郡川西町大字上小松1037-1 2020年12月

山形県 上山市立図書館 須貝知永山形県上山市二日町１０－２５ 2021年3月
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山形県 村山市立図書館 三澤 浩子山形県村山市楯岡五日町１４番２０号〔甑葉プラザ内〕 2021年3月

山形県 長井市立図書館 山口　明美山形県長井市神明町3-7 2021年3月

山形県 遊佐町立図書館 山形県飽海郡遊佐町遊佐字鶴田30-1 2021年6月

福島県 福島市立図書館 福島県福島市松木町1-1 2019年12月

福島県 会津市立会津図書館 福島県会津若松市栄町3番50号 2019年12月

福島県 須賀川市中央図書館 福島県須賀川市八幡町134 2019年12月

福島県 二本松市立二本松図書館 福島県二本松市本町1丁目102 2019年12月

福島県 いわき市立いわき総合図書館 福島県いわき市平字田町120（ラトブ４～５階） 2019年3月

福島県 白河市立図書館 福島県白河市道場小路96-5 2019年9月

福島県 新地町図書館 07561福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田40-1 2019年6月

福島県 南相馬市立中央図書館 福島県南相馬市原町区旭町2丁目7-1 2020年3月

福島県 猪苗代町図書歴史情報館 福島県耶麻郡猪苗代町字古城町１３２-7 2020年6月

茨城県 水戸市立内原図書館 茨城県水戸市内原町1497-16 2019年9月

茨城県 茨城県立図書館 茨城県水戸市三の丸1-5-38 2018年9月

茨城県 ひたちなか市立佐野図書館 茨城県ひたちなか市大字高場1362-1 2018年12月

茨城県 潮来市立図書館 茨城県潮来市牛堀289 2018年12月

茨城県 神栖市立うずも図書館 茨城県神栖市知手中央7-1-6 2018年9月

茨城県 土浦市立図書館 茨城県土浦市大和町１番１号 2020年12月

栃木県 宇都宮市立中央図書館 栃木県宇都宮市明保野町7-57 2019年3月

栃木県 下野市立国分寺図書館 栃木県下野市駅東3-1-19 2020年3月

栃木県 那須塩原市図書館　みるる 笹沼栃木県那須塩原市本町1番1号 2021年3月

栃木県 佐野市立田沼図書館 栃木県佐野市田沼町910-5 2021年6月

群馬県 群馬県立図書館 群馬県前橋市日吉町1-9-1 2018年9月

群馬県 太田市立中央図書館 群馬県太田市飯塚町1549-2　太田市学習文化センター 2019年3月

群馬県 藤岡市立図書館 群馬県藤岡市藤岡50-1 2020年12月

群馬県 桐生市立図書館 菅野群馬県桐生市稲荷町1番地の4 2021年3月

群馬県 伊勢崎市図書館 菅谷群馬県伊勢崎市曲輪町22-21 2021年3月

埼玉県 さいたま市立中央図書館 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 2019年9月

埼玉県 熊谷市立妻沼図書館 11202埼玉県熊谷市妻沼東1-1 2019年12月

埼玉県 熊谷市立熊谷図書館 11202埼玉県熊谷市桜木町2-33-2 2019年12月

埼玉県 所沢市立所沢図書館 11208埼玉県所沢市並木1-13　（所沢航空記念公園内） 2019年12月

埼玉県 飯能市立図書館 11209埼玉県飯能市山手町19-5 2019年12月

埼玉県 鴻巣市立鴻巣中央図書館 11217埼玉県鴻巣市本町1-2-1 2019年12月

埼玉県 越谷市立図書館 11222埼玉県越谷市東越谷4-9-1 2019年12月

埼玉県 戸田市立図書館上戸田分館 埼玉県戸田市上戸田２-２１-１ 2019年6月

埼玉県 和光市図書館（本館）   埼玉県和光市本町31-1 2019年9月

埼玉県 桶川市立桶川図書館 11231埼玉県桶川市西1-5-21 2019年12月

埼玉県 埼玉県立久喜図書館 埼玉県久喜市下早見85-5 2018年9月
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埼玉県 ふじみ野市立上福岡図書館 埼玉県ふじみ野市上野台3-3-1 2019年6月

埼玉県 川口市立中央図書館 埼玉県川口市川口１丁目１番１号 2020年9月

埼玉県 富士見市立中央図書館 富士見市大字鶴馬1873-1 2020年12月

埼玉県 秩父市立秩父図書館 埼玉県秩父市上町3-6-7 2021年6月

埼玉県 小鹿野町立図書館 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2713-1 2021年6月

埼玉県 三郷市立早稲田図書館 埼玉県三郷市早稲田5丁目6番地15 2021年6月

埼玉県 狭山市立狭山台図書館 埼玉県狭山市狭山台1丁目29番地の2 2021年6月

千葉県 船橋市西図書館 千葉県船橋市西船橋1-20-50 2019年9月

千葉県 松戸市立図書館 千葉県松戸市松戸2060番地 2019年9月

千葉県 千葉県立西部図書館 千葉県松戸市千駄堀657-7 2018年9月

千葉県 習志野市立中央図書館 千葉県習志野市本大久保3-8-19 2019年9月

千葉県 市原市立中央図書館 千葉県市原市更級5-1-51 2019年9月

千葉県
我孫子市民図書館
アビスタ本館

千葉県我孫子市若松26-4 2019年6月

千葉県 鎌ヶ谷市立図書館 12224千葉県鎌ケ谷市中央1-8-35 2019年12月

千葉県  袖ヶ浦市立中央図書館 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1393-2 2019年9月

千葉県 八街市立図書館 千葉県八街市八街ほ800番地1 2019年6月

千葉県 山武市立成東図書館 千葉県山武市殿台290-1　（山武市成東文化会館内） 2019年6月

千葉県 富里市立図書館 千葉県富里市七栄653-1 2020年12月

千葉県 大多喜町図書館（天賞文庫） 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜486-12番地 2021年6月

東京都 都立中央図書館 東京都港区南麻布5-7-13 2017年12月

東京都 港区立みなと図書館 東京都港区芝公園3-2-25 2019年9月

東京都 新宿区立中央図書館 東京都新宿区大久保3-1-1 2018年6月

東京都 台東区立中央図書館
東京都台東区西浅草３丁目２５−１６
台東区生涯学習センター1階・2階

2018年6月

東京都 大田区立蒲田駅前図書館 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 5－13－26－301号 2018年6月

東京都 北区立中央図書館 東京都北区十条台1-2-5 2018年6月

東京都 足立区立鹿浜図書館 東京都足立区鹿浜6-8-1　鹿浜地域学習センター内 2019年6月

東京都 足立区立梅田図書館 東京都足立区梅田7-13-1 2019年6月

東京都 足立区立舎人図書館 東京都足立区舎人1-3-26　舎人地域学習センター内 2019年6月

東京都 足立区立竹の塚図書館 東京都足立区竹の塚2-25-17　竹の塚センター3階 2019年6月

東京都 足立区立やよい図書館
東京都足立区中央本町3-15-1　中央本町地域学習セン
ター内

2019年6月

東京都 足立区立中央図書館
（※2021年3月、足立区立東和図書館より移譲）

東京都足立区千住五丁目13番5号 2019年6月

東京都 葛飾区立中央図書館
東京都葛飾区金町６－２－１　ヴィナシス金町ブライトコート
3階  

2018年6月

東京都 江戸川区立中央図書館 東京都江戸川区中央3-1-3 2018年6月

東京都 府中市立中央図書館 東京都府中市府中町2-24 2018年6月

東京都 調布市立中央図書館 東京都調布市小島町2-33-1　文化会館たづくり内 2019年3月

東京都 町田市立中央図書館 東京都町田市原町田3-2-9 2018年6月

東京都 日野市立平山図書館 東京都日野市平山5-18-2 2019年3月

東京都 東村山市立中央図書館 東京都東村山市本町1-1-10 2018年6月
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東京都 都立多摩図書館 東京都国分寺市泉町2-2-26 2017年12月

東京都 立川市中央図書館 東京都立川市曙町2-36-2　ファーレ立川センタースクエア 2020年6月

東京都 荒川区立ゆいの森図書館 東京都荒川区荒川2-50-1（ゆいの森あらかわ内） 2020年6月

東京都 あきる野市立中央図書館 東京都あきる野市秋川一丁目１６番地２ 2020年6月

東京都 小平市中央図書館 東京都小平市小川町2-1325 2020年6月

東京都 東大和市立中央図書館 東京都東大和市中央3-930 2020年6月

東京都 青梅市中央図書館 東京都青梅市河辺町10丁目8番地の1 2020年6月

東京都 檜原村立図書館 東京都西多摩郡檜原村６２１－１ 2020年9月

東京都 青ヶ島村図書館 東京都青ヶ島村無番地 2020年9月

東京都 日の出町立図書館
東京都西多摩郡日の出町大字平井2780
（教育センター1階）

2020年9月

東京都
小笠原村地域福祉センター
父島図書室

東京都小笠原村父島奥村（父島地域福祉センター内） 2020年9月

東京都 三宅村立図書館 東京都三宅島三宅村阿古497 2020年9月

東京都 墨田区立立花図書館 東京都墨田区立花6－8－1－101（都営立花住宅1F） 2020年9月

東京都 品川区立品川図書館 東京都品川区北品川2-32-3 2020年9月

東京都 品川区立大井図書館 東京都品川区大井5-19-14 2020年9月

東京都 墨田区立八広図書館 東京都墨田区八広5-10-1-104 2020年12月

東京都 足立区立江北図書館 東京都足立区江北3-39-4 2020年12月

東京都 江東区立東大島図書館 東京都江東区大島9-4-2 ファミールハイツ101 2020年12月

東京都 神津島村図書館 清水東京都神津島村974番地 2021年3月

東京都 八丈町立図書館 菅原東京都八丈島八丈町三根26番地6 2021年3月

東京都 羽村市図書館 東京都羽村市緑ヶ丘2-11-2 2021年6月

東京都 福生市立中央図書館 東京都福生市熊川850-1 2021年6月

東京都 稲城市立中央図書館 東京都稲城市向陽台4丁目6-18（城山公園内） 2021年6月

東京都 西東京市谷戸図書館 東京都西東京市谷戸町1-17-2 2021年6月

東京都 大島町図書館
東京都大島町元町字丸塚５４８番１（大島町生涯学習セン
ター・郷内）

2021年6月

東京都 新島村住民センター図書室 東京都新島村本村1丁目1番1号 2021年6月

東京都
奥多摩町立古里図書館
（奥多摩文化会館内）

東京都西多摩郡奥多摩町小丹波82 2021年6月

東京都 練馬区立春日町図書館 東京都練馬区春日町5-31-2 エリム春日町2階 2021年6月

神奈川県
菅田地区コミュニティーセンター
図書コーナー

14102神奈川県横浜市神奈川区菅田町1718-1 2019年12月

神奈川県
横浜市神大寺地区センター
図書コーナー

14102神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-28-18 2019年12月

神奈川県 横浜市神奈川図書館 14102神奈川県横浜市神奈川区立町20-1 2019年12月

神奈川県
横浜市幸ケ谷公園コミュニティハウス
図書コーナー

14102神奈川県横浜市神奈川区幸ヶ谷4 2019年12月

神奈川県
横浜市神之木地区コミュニティーセンター図書コー
ナー

14102神奈川県横浜市神奈川区神之木町7-1 2019年12月

神奈川県 横浜市立中央図書館 神奈川県横浜市西区老松町１ 2019年3月

神奈川県 鎌倉市中央図書館 神奈川県鎌倉市御成町20-35 2019年9月

神奈川県 藤沢市辻堂市民図書館 14205神奈川県藤沢市辻堂2-15-8 2019年12月

神奈川県 藤沢市湘南大庭図書館 14205神奈川県藤沢市大庭5406-4 2019年12月
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神奈川県 逗子市立図書館 14208神奈川県逗子市逗子4-2-10 2019年12月

神奈川県 大和市立図書館 神奈川県大和市大和南1-8-1 2019年3月

神奈川県 座間市立図書館 14216神奈川県座間市入谷東1-3-1 2019年12月

神奈川県 二宮町図書館 14342
神奈川県中郡二宮町二宮1240-10
（二宮町 生涯学習センター ラディアン内）

2019年12月

神奈川県 秦野市立図書館 神奈川県秦野市平沢94-1 2019年12月

新潟県 新潟県立図書館 新潟県新潟市中央区女池南3-1-2 2018年9月

新潟県 ほんぽーと新潟市立中央図書館 新潟県新潟市中央区明石2-1-10 2019年9月

新潟県 十日町市図書館（十日町情報館） 新潟県十日町市西本町2-1-1 2019年3月

新潟県 三条市立図書館 新潟県三条市元町１番６号 2020年12月

新潟県 加茂市立図書館 　細貝秀樹新潟県加茂市神明町2丁目6番29号 2021年3月

新潟県 村上市立中央図書館 多田新潟県村上市田端町4番25号 2021年3月

新潟県 長岡市立中央図書館 井口麻子新潟県長岡市学校町１丁目２番２号 2021年3月

新潟県 五泉市立図書館 坂新潟県五泉市郷屋川1丁目1番8号 2021年3月

新潟県 柏崎市立図書館 小林　俊夫新潟県柏崎市学校町2-47 2021年3月

富山県 富山県立図書館 富山県富山市茶屋町206-3 2018年9月

富山県 黒部市立図書館黒部館 富山県黒部市植木23-1 2017年12月

富山県 砺波市立砺波図書館 富山県砺波市表町13-16 2017年12月

富山県 朝日町図書館 富山県下新川郡朝日町沼保969番地 2017年12月

石川県 石川県立図書館 石川県金沢市本多町3-2-15 2017年12月

石川県 加賀市立中央図書館 石川県加賀市大聖寺地方町1－10－4 2021年3月

石川県 七尾市立図書館 石川県七尾市神明町１番地 2021年3月

石川県 珠洲市民図書館 石川県珠洲市野々江町ユ部1番地5 2021年3月

石川県 羽咋市立図書館 石川県羽咋市鶴多町免田25コスモアイル羽咋 2021年3月

石川県 輪島市立図書館 石川県輪島市河井町１−１ 2021年6月

福井県 福井県立図書館 福井県福井市下馬町５１−１１ 2017年12月

福井県
若狭図書学習センター
（福井県立図書館若狭分館）

福井県小浜市南川町6－11 2017年12月

福井県 勝山市立図書館 平泉福井県ん勝山市昭和町1-7-28 2021年3月

福井県 大野市立図書館 三村福井県大野市天神町2-4 2021年3月

福井県 越前市中央図書館 大西福井県越前市高瀬2-7-24 2021年3月

山梨県 甲府市立図書館 山梨県甲府市城東一丁目12-33 2019年9月

山梨県 山梨県立図書館 山梨県甲府市北口２丁目８番１号 2018年12月

山梨県 富士吉田市立図書館 山梨県富士吉田市緑ケ丘二丁目5-23 2019年9月

山梨県 都留市立図書館
山梨県都留市中央三丁目8-1
都留市まちづくり交流センター2階・3階

2019年9月

山梨県 山梨市立図書館 山梨県山梨市万力1830 2019年6月

山梨県 大月市立図書館 山梨県大月市駒橋一丁目5-1 2019年9月

山梨県
韮崎市立大村記念図書館
（旧韮崎市立図書館）

山梨県韮崎市若宮1-2-50
韮崎市民交流センター２F

2019年3月

山梨県 南アルプス市立中央図書館 山梨県南アルプス市小笠原1060-1 2019年9月
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山梨県 北杜市金田一春彦記念図書館 山梨県北杜市大泉町谷戸3000 2019年6月

山梨県 北杜市ながさか図書館 山梨県北杜市長坂町長坂上条2575-19 2019年9月

山梨県 甲斐市立竜王図書館 山梨県甲斐市篠原2610-12 2019年6月

山梨県 笛吹市立石和図書館
山梨県笛吹市石和町広瀬626-1
（笛吹市スコレーセンター内）

2019年3月

山梨県 上野原市立図書館 山梨県上野原市上野原3531 2019年3月

山梨県 甲州市立勝沼図書館 山梨県甲州市勝沼町下岩崎1034-1 2019年9月

山梨県 中央市立田富図書館 山梨県中央市臼井阿原240-1 2019年9月

山梨県 中央市立玉穂生涯学習館 山梨県中央市下河東1-1 2019年9月

山梨県 市川三郷町立図書館
山梨県西八代郡市川三郷町上野2714-2
（市川三郷町役場三珠支所内）

2019年9月

山梨県 南部町立南部図書館 山梨県南巨摩郡南部町大和360 2019年9月

山梨県 忍野村立おしの図書館 山梨県南都留郡忍野村忍草1423-1 2019年9月

山梨県 富士河口湖町生涯学習館 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1754 2019年6月

山梨県 身延町立図書館 保科貴子山梨県南巨摩郡身延町波木井407番地 2021年3月

長野県 県立長野図書館 長野県長野市若里１丁目１−４ 2017年12月

長野県
上田市丸子図書館
（※2020年11月、上田情報ライブラリーより移譲）

長野県上田市中丸子1771番地11 2018年12月

長野県
市立小諸図書館
（小諸市教育委員会市立小諸図書館）

長野県小諸市相生町 三丁目3−3 こもろプラザ１階 2017年12月

長野県 駒ケ根市立図書館 長野県駒ケ根市上穂栄町23-1 2019年12月

長野県 塩尻市立図書館
長野県塩尻市大門一番町12番2号
塩尻市市民交流センター内

2018年9月

長野県 佐久市立中央図書館 20217長野県佐久市猿久保44-1 2019年12月

長野県 松川村図書館
長野県北安曇郡松川村84-1
松川村多目的交流センター「すずの音ホール」内

2019年6月

長野県 松本市中央図書館 長野県松本市蟻ケ崎２丁目４−４０ 2020年3月

岐阜県 岐阜県立図書館 岐阜県岐阜市宇佐4丁目2-1 2017年12月

岐阜県 岐阜市立中央図書館
岐阜県岐阜市司町40番地5
　（分館）岐阜県岐阜市橋本町1-10-23

2019年6月

岐阜県 大垣市立図書館 岐阜県大垣市室本町5-51 2017年12月

岐阜県 高山市図書館 岐阜県高山市馬場町2-115 2017年12月

岐阜県 多治見市図書館 岐阜県多治見市豊岡町1-55 2017年12月

岐阜県 瑞浪市民図書館 21208岐阜県瑞浪市土岐町7267-4 2019年12月

岐阜県 恵那市中央図書館 岐阜県恵那市長島町中野二丁目2番地5 2019年9月

岐阜県 美濃加茂市中央図書館 岐阜県美濃加茂市太田町１９２１番地１ 2017年12月

岐阜県 土岐市図書館 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2154－9 2018年3月

岐阜県 各務原市立中央図書館 岐阜県各務原市那加門前町3丁目1-3 2019年6月

岐阜県 郡上市図書館 岐阜県郡上市白鳥町白鳥359-26 2020年12月

岐阜県 美濃加茂市東図書館 朝日香緒利岐阜県美濃加茂市本郷町９－２－２２ 2021年3月

岐阜県 中津川市立図書館 岐阜県中津川市本町２－３－２５ 2021年6月

静岡県 静岡県立図書館 静岡市駿河区谷田53-1 2017年12月

静岡県 浜松市立城北図書館 静岡県浜松市中区和地山2-37-2 2017年12月
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静岡県 浜松市立舞阪図書館 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2668-56 2019年9月

静岡県 浜松市立都田図書館 静岡県浜松市北区都田町８７５１番地の２ 2019年9月

静岡県 浜松市立佐久間図書館 静岡県浜松市天竜区佐久間町佐久間2431-3 2019年3月

静岡県 沼津市立図書館 静岡県沼津市三枚橋町９番１号 2019年3月

静岡県 三島市立図書館 静岡県三島市大宮町1-8-38 2017年12月

静岡県 島田市立金谷図書館 22209静岡県島田市金谷代官町3400番地（みんくる内） 2019年12月

静岡県 富士市立図書館
 22210静岡県富士市永田北町3-7 2019年12月

静岡県 磐田市立中央図書館 静岡県磐田市見付3599-5 2018年9月

静岡県 袋井市立浅羽図書館 静岡県袋井市浅名976-1 2018年9月

静岡県 袋井市立袋井図書館 22216静岡県袋井市高尾町19-1 2019年12月

静岡県 裾野市立鈴木図書館 静岡県裾野市平松495番地 2018年3月

静岡県 菊川市立図書館（菊川文庫） 静岡県菊川市堀之内61 2018年9月

静岡県 菊川市立小笠図書館 静岡県菊川市下平川6225 2019年9月

静岡県 函南町立図書館 静岡県田方郡函南町上沢107-1 2018年9月

静岡県 牧之原市立図書交流館 静岡県牧之原市波津３－１１ 2021年6月

愛知県 愛知県図書館 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目９−３ 2017年12月

愛知県 名古屋市鶴舞中央図書館 愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目１番155号 2019年6月

愛知県 岡崎市立中央図書館 23202愛知県岡崎市康生通西4-71 2019年12月

愛知県 一宮市立中央図書館 愛知県一宮市栄３丁目1番2号 尾張一宮駅前ビル 2019年6月

愛知県 瀬戸市立図書館 愛知県瀬戸市東松山町１−２ 2017年12月

愛知県 尾張旭市立図書館 愛知県尾張旭市東大道町山の内2419番地5 2017年12月

愛知県 田原市中央図書館 愛知県田原市田原町汐見５番地 2019年9月

愛知県
愛知医科大学病院
健康情報室（アイブラリ―）

愛知県長久手市岩作雁又1番地1 2017年12月

愛知県 長久手市中央図書館 愛知県長久手市坊の後114番地 2017年12月

愛知県 稲沢市立中央図書館 愛知県稲沢市正明寺3丁目114 2019年12月

愛知県 高浜市立図書館 愛知県高浜市碧海町5-1-5 2020年12月

三重県 三重県立図書館 三重県津市一身田上津部田1234 2017年12月

三重県
四日市地域総合会館
あさけプラザ図書館

24202三重県四日市市下之宮町296-1 2019年12月

三重県 四日市市立図書館 24202三重県四日市市久保田1-2-42 2019年12月

三重県 伊勢市立小俣図書館 24203三重県伊勢市小俣町本町2 2019年12月

三重県 尾鷲市立図書館 三重県尾鷲市中村町10-41 2017年12月

三重県 亀山市立図書館 三重県亀山市若山町7-20 2019年3月

三重県 伊賀市上野図書館 24216三重県伊賀市上野丸之内40-5 2019年12月

三重県
朝日町図書館
「あさひライブラリー」

三重県三重郡朝日町柿2278番地 2019年9月

三重県 多気町立勢和図書館 三重県多気郡多気町朝柄2889（ふるさと交流館せいわ内） 2017年12月

三重県 みなみいせ図書室 24472
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3917
　（南伊勢町民文化会館内）

2019年3月
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三重県
紀宝町立図書館
（旧：紀宝町立鵜殿図書館）

三重県南牟婁郡紀宝町神内277番地2 2017年12月

三重県 紀伊長島図書室 三重県北牟婁郡紀北町長島2141 2019年12月

三重県 松阪市松阪図書館 三重県松阪市川井町772番地10 2020年6月

三重県 いなべ市北勢図書館 三重県いなべ市北勢町阿下喜3083-1 2020年6月

三重県 明和町立図書館 三重県多気郡明和町馬之上944-2 2020年6月

三重県 長島輪中図書館  三重県桑名市長島町源部外面337番地 2020年6月

三重県 伊勢市立伊勢図書館 三重県伊勢市八日市場町13-35 2020年9月

三重県 津市久居ふるさと文学館 三重県津市久居東鷹跡町2-3 2020年9月

三重県 津市津図書館 三重県津市西丸之内23-1 2020年9月

三重県 木曽岬町立図書館 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地 2020年9月

三重県 鳥羽市立図書館 三重県鳥羽市大明東町１－６ 2021年6月

三重県 志摩市立図書館 三重県志摩市阿児町神明1074-15 2021年6月

滋賀県 滋賀県立図書館 滋賀県大津市瀬田南大萱町1740-1 2017年12月

滋賀県 東近江市立能登川図書館 滋賀県東近江市山路町2225番地 2017年12月

滋賀県 長浜市立長浜図書館 滋賀県長浜市朝日町１８－５ 2017年12月

滋賀県 守山市立図書館 滋賀県守山市守山５丁目３番１７号 2017年12月

滋賀県 高島市立今津図書館 滋賀県高島市今津町舟橋二丁目3番地1 2017年12月

滋賀県 米原市立山東図書館 滋賀県米原市長岡１０５０番地 2017年12月

滋賀県 多賀町立図書館 25443滋賀県犬上郡多賀町大字四手976-2 2019年12月

滋賀県 甲賀市甲賀図書情報館 滋賀県甲賀市甲賀町大原中889 2019年12月

滋賀県 湖南市立甲西図書館 滋賀県湖南市中央5丁目50 2019年12月

滋賀県 日野町立図書館 滋賀県蒲生郡日野町松尾1655 2019年12月

京都府 京都市北図書館 26102
京都府京都市北区柴野雲林院町44-1
 （京都市北合同福祉センター内）

2019年12月

京都府 京都府立図書館 京都府京都市左京区岡崎成勝寺町 2019年3月

京都府 京都市醍醐中央図書館 26109
京都府京都市伏見区醍醐高畑町30-1
パセオ・ダイゴロー西館4階

2019年12月

京都府 亀岡市立図書館 26206京都府亀岡市内丸町26 2019年12月

京都府 京田辺市立中央図書館 26211京田辺市田辺辻40 2019年12月

京都府 福知山市立図書館 塩谷京都府福知山市駅前町４００番地 2021年3月

大阪府 大阪市立中央図書館 大阪府大阪市西区北堀江4-3-2 2019年9月

大阪府 大阪府立中之島図書館 大阪府大阪市北区中之島1-2-10 2018年6月

大阪府
堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者セン
ターまちライブラリー プラザ

大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町４－３－１ 2019年9月

大阪府 岸和田市立図書館 大阪府岸和田市岸城町1-18 2019年9月

大阪府 豊中市立岡町図書館 27203大阪府豊中市岡町北3-4-2 2019年9月

大阪府 池田市立図書館 27204大阪府池田市呉服町1-1　サンシティ池田3階 2019年9月

大阪府 貝塚市民図書館 大阪府貝塚市畠中1-12-1 2019年6月

大阪府 八尾市立志紀図書館 27212大阪府八尾市志紀町西1-3 2019年12月
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大阪府 八尾市立龍華図書館 大阪府八尾市南太子堂2-1-45 2019年9月

大阪府 八尾市立八尾図書館 27212大阪府八尾市本町2-2-8 2019年12月

大阪府 富田林市立金剛図書館 27214大阪府富田林市高辺台2丁目1-2 2019年9月

大阪府 大東市立中央図書館 27218大阪府大東市新町13-30 2019年9月

大阪府
箕面市立中央図書館
（箕面市子ども未来創造局中央図書館）

大阪府箕面市箕面5-11-23 2019年9月

大阪府 門真市立図書館 大阪府門真市新橋町3-4-101 2019年6月

大阪府 大阪府立中央図書館 大阪府東大阪市荒本北1－2－1 2018年6月

大阪府 泉南市立図書館 27228大阪府泉南市馬場1-2-1 2019年9月

大阪府 熊取町立熊取図書館 大阪府泉南郡熊取町野田4-2714-1 2019年9月

大阪府
河南町立図書館
（河南町立中央公民館図書室）

大阪府南河内郡河南町大字白木1387（やまなみホール） 2019年9月

大阪府 堺市立西図書館 大阪府堺市西区鳳南町4丁444-1 2019年12月

大阪府 茨木市立中央図書館 大阪府茨木市畑田町1-51 2020年6月

大阪府 泉佐野市立中央図書館 大阪府泉佐野市市場東一丁目295-1 2020年6月

大阪府 阪南市立図書館 大阪府阪南市尾崎町35-3 2020年6月

大阪府 高槻市立中央図書館 大阪府高槻市桃園町2番1号 2020年6月

大阪府 泉大津市立図書館 大阪府泉大津市下条町11－35 2020年6月

大阪府 枚方市立中央図書館 大阪府枚方市車塚2丁目1-1 2020年9月

大阪府 吹田市立千里図書館 大阪市吹田市津雲台1-2-1　千里ニュータウンプラザ3階 2020年9月

大阪府 吹田市立健都ライブラリー 大阪府吹田市岸部新町2番31号 2020年12月

大阪府 枚方市立楠葉図書館 大阪府枚方市楠葉並木2丁目29-5 2020年12月

大阪府 柏原市立国分図書館 大阪府柏原市田辺１－３－７ 2020年12月

大阪府 守口市立図書館 大阪市守口市大日町2丁目14番10号 2020年12月

兵庫県 姫路市立城内図書館 兵庫県姫路市本町68－258 2018年3月

兵庫県 兵庫県立図書館 兵庫県明石市明石公園１－２７ 2018年6月

兵庫県 加西市立図書館 28220兵庫県加西市北条町北条28-1　アスティアかさい４F 2019年12月

兵庫県 猪名川町立図書館 兵庫県川辺郡猪名川町 白金1丁目74−16 2020年9月

兵庫県 いちかわ図書館 兵庫県神埼郡市川町西川辺715 2020年9月

兵庫県 三田市立図書館ウッディタウン分館 兵庫県三田市けやき台1-4-1 2020年9月

兵庫県 尼崎市立北図書館 兵庫県尼崎市南武庫之荘3-21-21 2020年9月

兵庫県 豊岡市立図書館 兵庫県豊岡市京町5-28 2020年12月

兵庫県 西宮市立中央図書館 兵庫県西宮市川添町15-26（西宮市教育文化センター内） 2020年12月

兵庫県 尼崎市立中央図書館 兵庫県尼崎市北城内２７ 2020年12月

兵庫県 宝塚市立中央図書館 高橋兵庫県宝塚市清荒神1-2-18 2021年3月

奈良県 奈良市立北部図書館 29201奈良県奈良市右京一丁目1-4 2019年12月

奈良県 奈良県立図書情報館 奈良県奈良市大安寺西１丁目１０００ 2018年12月

奈良県 大和高田市立図書館 奈良県大和高田市西町1-45 2019年9月

奈良県 橿原市立図書館 奈良県橿原市小房町11-5 2018年12月
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奈良県 香芝市民図書館 奈良県香芝市藤山1-17-17 2019年12月

奈良県 生駒市図書館南分館 29209
奈良県生駒市小瀬町18 （南コミュニティセンターせせらぎ
内）

2019年12月

奈良県 生駒市図書館 29209奈良県生駒市辻町238番地 2019年12月

奈良県 平群町立図書館 奈良県生駒郡平群町福貴1037-2 2018年12月

奈良県 斑鳩町立図書館 29344奈良県生駒郡斑鳩町興留10丁目6-43 2019年12月

奈良県 広陵町立図書館 29426奈良県北葛城郡広陵町三吉396-1 2019年12月

奈良県 桜井市立図書館 奈良県桜井市河西31 2019年12月

奈良県 田原本町立図書館 奈良県磯城郡田原本町阪手233-1 2019年12月

奈良県 御所市立図書館 奈良県御所市13番地 2020年12月

和歌山県 和歌山県立図書館 和歌山市西高松一丁目7番38号 2018年6月

和歌山県 和歌山県立紀南図書館 和歌山市西高松一丁目7番38号 2018年6月

和歌山県 橋本市図書館 和歌山県橋本市東家1-6-27 2018年9月

和歌山県 有田市図書館 和歌山県有田市箕島46 2018年9月

和歌山県 御坊市立図書館 和歌山県御坊市薗378-1 2018年12月

和歌山県 新宮市立図書館 和歌山県新宮市井の沢4-15 2018年12月

和歌山県 岩出市立岩出図書館 和歌山県岩出市根来1472-1 2018年9月

和歌山県 那智勝浦町立図書館 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1185-5 2019年9月

和歌山県 紀の川市立河北図書館 和歌山県紀の川市西大井363番地（市庁舎西隣り） 2020年12月

鳥取県 鳥取県立図書館 鳥取県鳥取市尚徳町101 2017年12月

鳥取県 米子市立図書館 鳥取県米子市中町8番地 2018年12月

鳥取県 境港市民図書館 鳥取県境港市上道町3000番地 2018年12月

鳥取県 琴浦町図書館
鳥取県東伯郡琴浦町徳万266-5
琴浦町生涯学習センターまなびタウンとうはく２Ｆ

2018年6月

鳥取県 倉吉市立図書館 大嶋裕子鳥取県倉吉市駄経寺町187-1 2021年3月

鳥取県 南部町立天萬図書館　 角田有希子鳥取県西伯郡南部町天萬５５８　南部町役場天萬庁舎1階 2021年3月

島根県 島根県立図書館 島根県松江市内中原町52番地 2019年9月

島根県 出雲市中央図書館 島根県出雲市大津町1134 2018年3月

島根県
海士町中央図書館
（島まるごと図書館）

島根県隠岐郡海士町大字海士1490（海士町中央公民館内） 2019年3月

島根県 西ノ島町コミュニティ図書館『いかあ屋』 島根県隠岐郡西ノ島町浦郷67-8 2019年3月

島根県 隠岐の島図書館 島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二17-1 2019年3月

岡山県 岡山県立図書館 岡山県岡山市北区丸の内2-6-30 2018年9月

岡山県 津山市立図書館 岡山県津山市新魚町アルネ・津山4階 2018年6月

岡山県
瀬戸内市民図書館
もみわ広場

岡山県瀬戸内市邑久町尾張465-1 2018年9月

岡山県 奈義町立図書館 岡山県勝田郡奈義町豊沢441 2018年9月

岡山県 倉敷市立中央図書館 門脇美葉岡山県倉敷市中央2-6-1 2021年3月

岡山県 あわくら図書館 蔦木　伸一郎岡山県英田郡西粟倉村影石33-1 2021年3月

岡山県 笠岡市立図書館 原田恭江岡山県笠岡市六番町1-15 2021年3月

広島県 広島県立図書館 広島県広島市中区千田町3-7-47 2018年6月
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広島県 広島市立中央図書館 広島県広島市中区基町3-1 2018年6月

広島県 呉市中央図書館 広島県呉市中央3-10-3 2019年3月

広島県 大竹市立図書館 広島県大竹市立戸1-6-1 2019年3月

広島県 はつかいち市民図書館 広島県廿日市市下平良1-11-1 2019年3月

広島県 大崎上島町文化センター 情報プラザ・エル 広島県豊田郡大崎上島町中野2067-5 2021年6月

広島県 広島市立西区図書館 広島市西区横川新町６－１ 2021年6月

山口県 下関市立中央図書館 山口県下関市細江町3-1-1 2019年3月

山口県 宇部市立図書館 山口県宇部市琴芝町１丁目 １番33号 2018年6月

山口県 山口県立山口図書館 山口県山口市後河原150-1 2018年6月

山口県 防府市立防府図書館 山口県防府市栄町1-5-1　ルルサス防府3階 2019年3月

山口県 山陽小野田市立中央図書館 山口県山陽小野田市栄町9-13 2018年6月

山口県 萩市立萩図書館 山口県萩市大字江向５５２番地２ 2020年12月

山口県 柳井市立柳井図書館 山口県柳井市柳井3670-1 2020年12月

山口県 山口市立中央図書館 山口市中園町7-7 2021年6月

山口県 山口市小郡図書館 山口市小郡下郷609-1 2021年6月

徳島県 徳島県立図書館 徳島県徳島市八万町向寺山 2018年6月

徳島県 徳島市立図書館 徳島県徳島市元町1丁目24番地　ｱﾐｺﾋﾞﾙ内 2018年6月

徳島県
美馬市立図書館
（旧「美馬市立脇町図書館」）

徳島県美馬市脇町大字猪尻字西分116-1
（美馬市地域交流センター2階）

2018年12月

徳島県 吉野川市立鴨島図書館 横山徳島県吉野川市鴨島町鴨島２５２番地１ 2021年3月

徳島県 小松島市立図書館 大塚徳島県小松島市小松島町字新港29-11 2021年3月

香川県 香川県立図書館 香川県高松市林町2217-19 2018年3月

香川県 まんのう町立図書館 香川県仲多度郡まんのう町吉野下957番地 2018年12月

香川県 高松市中央図書館 渡部雅人
香川県高松市昭和町一丁目2番20号サンクリスタル高松1・
2階

2021年3月

香川県 男木島図書館 香川県高松市男木町１４８ー１ 2021年6月

香川県 小豆島町立図書館 香川県小豆郡小豆島町安田甲24-1 2021年6月

愛媛県 愛媛県立図書館 愛媛県松山市堀之内 2018年6月

愛媛県 宇和島市立中央図書館 愛媛県宇和島市鶴島町8番3号（パフィオうわじま内） 2018年9月

愛媛県 新居浜市立別子銅山記念図書館 愛媛県新居浜市北新町10-1 2018年6月

愛媛県 西条市立西条図書館 愛媛県西条市大町1590番地 2018年9月

愛媛県 松前町ふるさとライブラリー 38401愛媛県伊予郡松前町大字筒井633 2018年9月

愛媛県 伊方町立図書館 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３−１ 2018年9月

愛媛県 内子町図書館情報館 愛媛県喜多郡内子3427 2020年12月

愛媛県 八幡浜市立市民図書館 愛媛県八幡浜市本町60-1 2020年12月

愛媛県 松山市立中央図書館 小池ひろみ愛媛県松山市湊町7丁目5番地 2021年3月

愛媛県 西条市立丹原図書館 佐々木孝晃愛媛県西条市丹原町池田1733-1（丹原総合支所３F） 2021年3月

愛媛県
愛媛県宇和島市立
簡野道明記念吉田町図書館

松下秀人愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲1802-3 2021年3月

高知県
高知県立図書館
（高知市立図書館と合同運用）

高知県高知市丸ノ内１－１－１０ 2018年12月
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高知県 室戸市立市民図書館 39202高知県室戸市室津2404-5　（市立市民図書館） 2018年9月

高知県 土佐清水市立市民図書館 高知県土佐清水市幸町４−１９ 2018年6月

高知県
香美市立図書館
（香美市土佐山田図書館）

高知県香美市土佐山田町東本町2-1-20 2018年9月

福岡県 福岡県立図書館 福岡県東区箱崎1-4-12 2019年12月

福岡県 北九州市立中央図書館 福岡県北九州市小倉北区城内4-1 2019年9月

福岡県 福岡市総合図書館 福岡県福岡市早良区百道浜３丁目７番１号 2019年6月

福岡県 桂川町立図書館 40421福岡県嘉穂郡桂川町大字土居420－2 2018年12月

福岡県 中間市民図書館 福岡県中間市蓮花寺３丁目１－２ 2020年9月

福岡県 宇美町立図書館 福岡県糟屋郡宇美町平和１丁目１番２号 2020年12月

福岡県 春日市民図書館
福岡県春日市大谷６丁目２４
 ( 春日市ふれあい文化センター内）

2020年12月

福岡県 大宰府市民図書館 福岡県太宰府市観世音寺一丁目3番1号 2020年12月

福岡県 田川市立図書館 福岡県田川市新町11-61 2020年12月

福岡県 直方市立図書館 福岡県直方市山部301-11 2020年12月

福岡県 北九州市立八幡図書館 福岡県北九州市八幡東区尾倉二丁目6-1 2020年12月

福岡県 久留米市立中央図書館 福岡県久留米市野中町970-1 2020年12月

佐賀県 佐賀県立図書館 佐賀県佐賀市城内2-1-41 2019年3月

佐賀県 嬉野市嬉野図書館 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1298 2020年12月

佐賀県
唐津市立図書館
（唐津市近代図書館）

佐賀県唐津市新興町23番地
（JR唐津駅南口すぐ）

2020年12月

長崎県
長崎県立長崎図書館
「ミライｏｎ図書館」

長崎県大村市東本町４８１ 2018年12月

長崎県 佐世保市立図書館 長崎県佐世保市宮地町3-4 2020年12月

長崎県 長崎市立図書館 長崎市興善町1-1 2020年12月

長崎県 松浦市立図書館 長崎県松浦市志佐町浦免1483-1 2020年12月

長崎県 対馬市立つしま図書館 長崎県対馬市厳原町今屋敷661-3 2020年12月

長崎県 南島原市有家図書館 長崎県南島原市有家町山川131-1 2020年12月

長崎県 平戸市立平戸図書館 長崎県平戸市岩の上町1458-2 2020年12月

長崎県 諫早市立諫早図書館 長崎県諫早市東小路町6番30号 2020年12月

熊本県 熊本県立図書館 熊本県熊本市中央区出水2-5-1 2019年3月

熊本県 くまもと森都心図書館 熊本県熊本市西区春日1-14-1（くまもと森都心内） 2019年3月

熊本県 人吉市図書館 熊本県人吉市下城本町1578-1 2019年9月

熊本県 荒尾市立図書館 熊本県荒尾市増永633番地 2019年9月

熊本県 菊池市中央図書館 熊本県菊池市隈府872-1 2019年9月

熊本県 天草市立牛深図書館 熊本県天草市牛深町160番地 2019年9月

熊本県 天草市立河浦図書館 熊本県天草市河浦町河浦5253 2019年9月

熊本県 天草市立中央図書館 熊本県天草市東町13-1 2019年3月

熊本県 大津町立おおづ図書館 熊本県菊池郡大津町1171 2019年9月

熊本県 菊陽町図書館 熊本県菊池郡菊陽町大字原水1438-1 2018年12月

大分県 大分県立図書館 大分県大分市王子西町14-1 2019年3月
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大分県 宇佐市民図書館 大分県宇佐市大字上田1017-1 2019年6月

大分県 豊後高田市立図書館 大分県豊後高田市御玉101番地1 2020年12月

大分県 臼杵市立臼杵図書館 大分県臼杵市大字臼杵6番地の16 2020年12月

宮崎県 宮崎県立図書館 宮崎県宮崎市船塚3-210-1 2018年6月

宮崎県 えびの市民図書館 宮崎県えびの市大明司2146-2 2019年9月

宮崎県
木城町総合交流センター図書室
(教育委員会内）

宮崎県児湯郡木城町椎木2146-1
（木城町総合交流センター内）

2019年6月

宮崎県 都城市立図書館 宮崎県都城市中町16-15 2020年3月

宮崎県 宮崎市立図書館 宮崎市花山手東3丁目25番地 2020年12月

宮崎県 西都市立図書館 杉田光生宮崎県西都市大字右松２６０６番地１ 2021年3月

鹿児島県 鹿児島県立図書館 鹿児島県鹿児島市城山町7-1 2018年6月

鹿児島県 鹿屋市立図書館 鹿児島県鹿屋市北田町11107 2019年3月

鹿児島県 鹿児島県立奄美図書館 鹿児島県奄美市名瀬古田町1-1 2018年9月

鹿児島県 姶良市立中央図書館 鹿児島県姶良市西餅田489番地3 2020年12月

鹿児島県 薩摩川内市立図書館 鹿児島県薩摩川内市大小路町１４ー５ 2020年12月

沖縄県 那覇市立牧志駅前ほしぞら図書館 沖縄県那覇市安里2-1-1 2019年12月

沖縄県 沖縄県立図書館
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号
（カフーナ旭橋A街区ビル　3階から5階）

2018年12月

沖縄県 宜野湾市民図書館 沖縄県宜野湾市我如古3-4-10 2019年12月

沖縄県 石垣市立図書館 沖縄県石垣市浜崎町1-1 2019年12月

沖縄県 名護市立中央図書館 沖縄県名護市宮里5-6-1 2018年9月

沖縄県 豊見城市立中央図書館 沖縄県豊見城市字伊良波392 2019年12月

沖縄県 うるま市立中央図書館 沖縄県うるま市平良川128 2018年6月

沖縄県
恩納村文化情報センター
（2F：図書情報フロア）

沖縄県国頭郡恩納村字仲泊1656-8
恩納村文化情報センター2F

2018年9月

沖縄県 金武町立図書館 沖縄県国頭郡金武町字金武1827番地 2019年12月

沖縄県 北中城村あやかりの杜図書館 沖縄県中頭郡北中城字喜舎場1214 2018年9月

沖縄県 中城村護佐丸歴史資料図書館 沖縄県中頭郡中城村字安里215番地 2019年12月
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