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函館市中央図書館 北海道函館市五稜郭町26-1 2018年3月

北海道立図書館 北海道江別市文京台東町41 2019年3月

青森県立図書館 青森県青森市荒川藤戸119-7 2018年12月

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

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 2018年3月

陸前高田市立図書館 岩手県陸前高田市高田町字馬場前89-1 2019年3月

仙台市民図書館 宮城県仙台市青葉区春日町2-1 2018年9月

宮城県図書館 宮城県仙台市泉区紫山1-1-1 2019年3月

秋田県立図書館 秋田県秋田市山王新町14-31 2018年9月

由利本荘市図書館 秋田県由利本荘市東町15　カダーレ内 2018年12月

鹿角市立花輪図書館 秋田県鹿角市花輪字八正寺13 2019年3月

市立米沢図書館 山形県米沢市中央1-10-6 2019年3月

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 2019年3月

茨城県立図書館 茨城県水戸市三の丸1-5-38 2018年9月

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

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

潮来市立図書館 茨城県潮来市牛堀289 2018年12月

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

群馬県立図書館 群馬県前橋市日吉町1-9-1 2018年9月

太田市立中央図書館 群馬県太田市飯塚町1549-2 2019年3月

埼玉県立久喜図書館 埼玉県久喜市下早見85-5 2018年9月

千葉県立西部図書館 千葉県松戸市千駄堀 657-7 2018年9月

都立中央図書館 東京都港区南麻布5-7-13 2017年12月

都立多摩図書館 東京都国分寺市泉町2-2-26 2017年12月

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

太田区立蒲田駅前図書館 東京都大田区蒲田5-13-26 2018年6月

葛飾区中央図書館 東京都葛飾区金町6-2-1 2018年6月

府中市立中央図書館 東京都府中市府中町2-24 2018年6月

台東区立中央図書館 東京都台東区西浅草3-25-16 2018年6月

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

北区中央図書館 東京都北区十条台1-2-5 2018年6月

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

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

調布市立中央図書館 東京都調布市小島町2-33-1 2019年3月

日野市立平山図書館 東京都日野市平山5-18-2 2019年3月

大和市立図書館 神奈川県大和市大和南1-8-1 2019年3月

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

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

黒部市立図書館黒部館 富山県黒部市植木23-1 2017年12月

朝日町図書館 富山県下新川郡朝日町沼保969 2017年12月
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砺波市立砺波図書館 富山県砺波市表町13-16 2017年12月

富山県立図書館 富山県富山市茶屋町206-3 2018年9月

石川県立図書館 石川県金沢市本多町3-2-15 2017年12月

福井県立図書館 福井県福井市下馬町51-11 2017年12月

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

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

韮崎市立大村記念図書館 山梨県韮崎市若宮1-2-50 2019年3月

笛吹市石和図書館 山梨県笛吹市石和町広瀬626-1 2019年3月

上野原市立図書館 山梨県上野原市上野原3531 2019年3月

県立長野図書館 長野県長野市若里1-1-4 2017年12月

市立小諸図書館 長野県小諸市相生町3-3-3 2017年12月

塩尻市図書館 長野県塩尻市大門一番町12-2 2018年9月

上田情報ライブラリー 長野県上田市天神1-8-1　上田駅前ビル「パレオ」４F 2018年12月

岐阜県立図書館 岐阜県岐阜市宇佐4-2-1 2017年12月

高山市図書館 岐阜県高山市馬場町2-115 2017年12月

美濃加茂市中央図書館 岐阜県美濃加茂市太田町1921-1 2017年12月

大垣市立図書館 岐阜県大垣市室本町5-51 2017年12月

多治見市図書館 岐阜県多治見市豊岡町1-55 2017年12月

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

静岡県立図書館 静岡市駿河区谷田53-1 2017年12月

三島市立図書館 静岡県三島市大宮町1-8-38 2017年12月

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

裾野市立鈴木図書館 静岡県裾野市平松495 2018年3月

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

袋井市立浅羽図書館 静岡県袋井市浅名976-1 2018年9月

函南町立図書館 静岡県田方郡函南町上沢107-1 2018年9月

磐田市立豊岡図書館 静岡県磐田市福田1552-1 2018年9月

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

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

愛知県図書館 愛知県名古屋市中区三の丸1-9-3 2017年12月

日進市立図書館 愛知県日進市蟹甲町中島3 2017年12月

長久手市中央図書館 愛知県長久手市坊の後114 2017年12月

瀬戸市立図書館 愛知県瀬戸市東松山町1-2 2017年12月

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

 愛知医科大学病院健康情報室 愛知県長久手市岩作雁又1-1 2017年12月

三重県立図書館 三重県津市一身田上津部田1234 2017年12月

尾鷲市立図書館 三重県尾鷲市中村町10-41 2017年12月

紀宝町立鵜殿図書館 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿1410 2017年12月

多気町立勢和図書館 三重県多気郡多気町朝柄2889 2017年12月

亀山市立図書館 三重県亀山市若山町7-20 2019年3月
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みなみいせ図書室 三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3917 2019年3月

米原市立山東図書館 滋賀県米原市長岡1050 2017年12月

長浜市立長浜図書館 滋賀県長浜市朝日町18-5 2017年12月

高島市立今津図書館 滋賀県高島市今津町舟橋2-3-1 2017年12月

守山市立図書館 滋賀県守山市吉身2-5-9 2017年12月

東近江市立能登川図書館 滋賀県東近江市山路町2225 2017年12月

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

京都府立図書館 京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9 2019年3月

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

姫路市立城内図書館 兵庫県姫路市本町68－258 2018年3月

兵庫県立図書館 兵庫県明石市明石公園1-27 2018年6月

奈良県立図書情報館 奈良県奈良市大安寺1丁目1000番地 2018年12月

平群町立図書館 奈良県生駒郡平群町福貴1037-2 2018年12月

橿原市立図書館 奈良県橿原市小房町11-5 2018年12月

和歌山県立図書館 和歌山市西高松1-7-38 2018年6月

和歌山県立図書館
（和歌山県立紀南図書館用）

和歌山市西高松1-7-38 2018年6月

岩出市立岩出図書館 和歌山県岩出市根来1472-1 2018年9月

有田市図書館 和歌山県有田市箕島46 2018年9月

橋本市図書館 和歌山県橋本市東家1-6-27 2018年9月

御坊市立図書館 和歌山県御坊市薗378-1 2018年12月

新宮市立図書館 和歌山県新宮市井の沢4-15 2018年12月

鳥取県立図書館 鳥取県鳥取市尚徳町101 2017年12月

琴浦町図書館 鳥取県東伯郡琴浦町徳万266-5 2018年6月

境港市民図書館 鳥取県境港市上道町3000番地 2018年12月

米子市立図書館 鳥取県米子市中町8番地 2018年12月

出雲市中央図書館 島根県出雲市大津町1134 2018年3月

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

西之島コミュニティー図書館
「いかあや」

島根県隠岐郡西ノ島町浦郷67-8 2019年3月

海士町中央図書館 島根県隠岐郡海士町大字海士1490 2019年3月

津山市立図書館 岡山県津山市新魚町17 2018年6月

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

奈義町立図書館 岡山県勝田郡奈義町豊沢441 2018年9月

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

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

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

広島県立図書館（出張展示用） 広島県広島市中区千田町3-7-47 2018年6月

呉市中央図書館 広島県呉市中央3-10-3 2019年3月

大竹市立図書館 広島県大竹市立戸1-6-1 2019年3月

はつかいち市民図書館 広島県廿日市市津田4218番地 2019年3月
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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

宇部市立図書館 山口県宇部市琴芝町1-1-33 2018年6月

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

防府市立防府図書館 山口県防府市栄町一丁目5-1 2019年3月

徳島県立図書館 徳島県徳島市八万町向寺山 2018年6月

徳島市立図書館 徳島県徳島市元町1-24 2018年6月

美馬市立図書館
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

香川県立図書館 香川県高松市林町2217-19 2018年3月

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

愛媛県立図書館 愛媛県松山市堀之内 2018年6月

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

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

西条市立西条図書館 愛媛県西条市大町1590 2018年9月

伊方町立図書館 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1992 2018年9月

宇和島市立中央図書館 愛媛県宇和島市堀端町1-25 2018年9月

土佐清水市民図書館 高知県土佐清水市幸町4-19 2018年6月

室戸市立市民図書館 高知県室戸市室津2404-5 2018年9月

香美市立図書館 高知県香美市土佐山田町東本町2-1-20 2018年9月

高知県立図書館 高知県高知市追手筋2-1-1 2018年12月

桂川町立図書館 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居420番地2 2018年12月

佐賀県立図書館 佐賀県佐賀市城内2-1-41 2019年3月

長崎県立長崎図書館 長崎県長崎市立山1-1-51 2018年12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

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

くまもと森都心プラザ図書館 熊本県熊本市西区春日1-14-1 2019年3月

天草市立中央図書館 熊本県天草市東町13-1 2019年3月

大分県立図書館 大分県大分市王子西町14-1 2019年3月

宮崎県立図書館 宮崎県宮崎市船塚3-210-1 2018年6月

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

鹿児島県立奄美図書館 鹿児島県奄美市名瀬古田町1-1 2018年9月

沖縄県立図書館 沖縄県那覇市寄宮1-2-16 2018年6月

うるま市立図書館 沖縄県うるま市平良川128 2018年6月

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
内）６階事務室

2018年12月

名護市立中央図書館 沖縄県名護市宮里5-6-1 2018年9月

恩納村文化情報センター 沖縄県国頭郡恩納村仲泊1656-8 2018年9月

北中城村あやかりの杜図書館 沖縄県北中城村喜舎場1214 2018年9月
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