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A5／151 ページ／ISBN978-4-254-16070-3  は全国の 700箇所を超える下記の図書館の蔵書とな

っています。お近くの図書館でも見れます。 

＜北海道＞ 

斜里町   斜里町立図書館    

函館市   中央図書館     

新ひだか町  三石分館     

苫小牧市 中央図書館    

帯広市  帯広図書館    

網走市  網走市立図書館    

千歳市  本館     

稚内市  市立図書館    

小樽市  市立小樽図書館    

北海道大学 地球環境・大気海洋   

北海道大学 水産学部図書室    

北海道大学 地球環境・図書室   

中標津町 本館     

滝川市  市立図書館    

紋別市  紋別図書館    

東海大学 札幌     

釧路市  市立釧路図書館一般   

札幌市  中央図書館    

札幌市  白石区民    

枝幸町  枝幸町立図書館    

留萌市  本館     

 

＜青森＞ 

弘前市  弘前図書館    

青森県立図書館 青県図     

六ヶ所村  六ヶ所図書    

八戸市  本館     

十和田市  十和田市民図書館   

 

＜岩手＞ 

金ケ崎町  金ケ崎町立図書館   

一関市  一関図書館    

一関市  室根図書館    

花巻市  花巻     

岩手県立図書館 本館     

山田町  山田町立図書館    

 

＜秋田＞ 

八郎潟町  八郎潟   

秋田県立図書館 秋田県立   

男鹿市  男鹿図書館   

能代市  能代図書館   

 

＜宮城＞ 

白石市  図書館   

美里町  小牛田   

加美町  中新田   

仙台市  市民   

岩沼市  本館   

塩竈市  塩竈市民   

東北大学 北青葉山分館 1 階図書   

東北大学 工学分館 2F 図書   

東北大学 農学 分館図書   

石巻専修大学 本館   

 

＜山形＞ 

酒田市  中央図書館  

 

＜福島＞ 

喜多方市  喜多方市立図書館   

福島市  清水   

郡山市  大槻分館   

郡山市  中央図書館   

いわき市  勿来   

いわき市  四倉   

いわき市  総合   

須賀川市  須賀川市図書館   

 

＜茨城＞ 

神栖市  中央館  

神栖市  うずも  

神栖市  矢田部  

取手市  ふじ  

土浦市  土浦図書館  

牛久市  中央図書館  

つくば市  中央館  

茨城町  茨城町立  
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結城市  図書館  

筑西市  明野図書館  

那珂市  那珂市立図書館  

阿見町  阿見町立図書館  

日立市  記念  

下妻市  図書館  

笠間市  笠間  

笠間市  岩間  

八千代町  八千代町立図書館  

水戸市  内原館  

茨城大学  工学部分館  

茨城大学  本館  

小美玉市  小川図書館  

ひたちなか市 那珂湊  

ひたちなか市 中央  

 

＜栃木＞ 

小山市  中央  

矢板市  矢板市立図書館  

佐野市  佐野図書館  

栃木市  栃木館  

栃木市   大平館  

芳賀町  芳賀町図書館  

日光市  今市館  

大田原市  大田原  

野木町  野木図書館  

高根沢町  中央館  

鹿沼市  本館  

 

＜群馬＞ 

前橋市  東  

前橋市  本館  

前橋市  城南  

富岡市  富岡図書館  

太田市  中央図書館  

群馬県立図書館 本館  

邑楽町  邑楽  

安中市  松井田図書館  

安中市  安中市図書館  

東洋大学  川越図書館  

沼田市  沼田市立図書館  

大泉町  大泉町立図書館  

高崎市  中央館  

高崎市  箕郷  

高崎市  吉井  

高崎市  群馬  

 

＜埼玉＞ 

東洋大学  川越図書館  

早稲田大学 政経学読  

川越市  中央図書館  

寄居町  寄居町立図書館  

志木市  柳瀬川図書  

和光市  和光市図書館  

久喜市  中央図書館  

狭山市  狭山台図  

桶川市  駅西口  

日高市  図書館  

ときがわ町 図書館  

所沢市  新所沢分  

新座市  本館  

行田市  本館  

川口市  前川  

川口市  戸塚  

川口市  中央  

川口市  鳩ヶ谷  

幸手市  本館  

さいたま市 北図書館  

さいたま市 北浦和  

さいたま市 大宮西部  

さいたま市 七里  

さいたま市 中央  

さいたま市 宮原  

さいたま市 美園  

さいたま市 桜木  

さいたま市 岩槻東部  

鴻巣市  鴻巣中央図書館  

立教大学  池袋図  

三郷市  早稲田  

戸田市  本館  

越谷市  中央図書室  

越谷市  南部図書室  

坂戸市  中央館  

本庄市  本庄図  



草加市  中央図書館  

熊谷市  熊谷  

朝霞市  分館  

獨協大学  図書館  

三芳町  本館  

加須市  北川辺  

加須市  加須  

加須市  騎西  

芝浦工業大学 豊洲  

 

＜千葉＞ 

鴨川市  鴨川図書館  

四街道市  四街道市立図書館  

松戸市  和名ヶ谷分館  

館山市  図書館  

富里市  図書館  

銚子市  図書館  

市原市  中央図書館  

流山市  中央館  

船橋市  中央  

船橋市   北  

浦安市  中央図書館  

君津市  中央図書館  

白井市  図書館  

中央学院大学 本館  

横芝光町  本館  

茂原市  茂原市立図書館  

匝瑳市  八日市場図書館  

我孫子市  アビスタ  

東邦大学  習メ  

市川市  駅南  

市川市  中央  

市川市  行徳  

習志野市  藤崎図書館  

千葉県鎌ヶ谷市 本館  

南房総市  千倉図書館  

柏市  本館  

袖ケ浦市  中央図書館  

千葉市  中央  

八街市  本館  

印西市  小倉台  

木更津市 木更津図書館  

成田市  成田  

成田市  本館  

成田市  公津の杜  

東京大学  駒場図  

千葉科学大学 図書館  

 

＜東京＞ 

東大和市  中央  

国立国会図書館 東京本館蔵書あり 

町田市  鶴川駅前  

国分寺市 光予約中 

荒川区  荒川  

荒川区南  千住  

千代田区  日比谷  

府中市  中央  

調布市  中央  

新宿区  西落合図書館  

江東区  城東  

江東区  深川  

江東区  豊洲  

江東区  東大島  

葛飾区  立石  

葛飾区  中央  

文京区  水道端  

練馬区  石神井  

練馬区  大泉  

多摩市  関戸  

世田谷区  砧  

世田谷区  粕谷  

世田谷区  中央  

世田谷区  奥沢  

世田谷区  梅丘  

世田谷区  代田  

大田区  池上  

大田区  文化  

大田区  大森南  

渋谷区  本町図書館  

日野市  多摩平図書  

豊島区  千早  

狛江市  中央図書館  

小平市  小川西町  

小平市  中央図書館  



北区  中央館  

北区  赤羽  

目黒区  洗足図書館  

八王子市  川口  

中野区  中央図書館  

足立区  江北  

足立区   佐野  

羽村市  本館  

東村山市  中央図書館  

奥多摩町  氷川図書館  

杉並区  成田  

杉並区  宮前  

杉並区  中央  

杉並区  阿佐谷  

杉並区  柿木  

杉並区  方南  

杉並区  永福  

中央区  京橋  

小金井市  本館  

板橋区  蓮根  

青梅市  中央図書館  

東久留米市 中央  

三鷹市  南部図書館みんなみ   

三鷹市  三鷹図書館本館   

台東区  中央  

立川市  幸  

立川市  中央  

立川市  高松  

立川市  上砂  

立川市  若葉  

港区  港南図書館  

港区  みなと図書  

港区  三田図書館  

昭島市  市民図書館  

あきる野市 東部図書館エル   

品川区  荏原  

品川区  南大井  

品川区  品川  

墨田区  ひき   

稲城市  中央   

東京都立図書館 中央館内のみ 

江戸川区  松江図書館   

江戸川区  西葛西図書館   

江戸川区  江戸川区立中央図書館   

江戸川区  篠崎図書館   

江戸川区  葛西図書館   

 

＜東京（大学）＞ 

早稲田大学 政経学読  

東洋大学  川越図書館  

東海大学  中央  

立教大学  池袋図  

芝浦工業大学 豊洲  

東京大学  駒場図  

東邦大学  習メ  

拓殖大学  文京 B1図書  

中央大学  多摩  

学習院大学 大学図蔵書あり 

國學院大學 たま  

駒澤大学  図書館  

東京工業大学 大岡山  

専修大学  本館  

明治大学  中野  

明治大学  生田  

明星大学  日野  

首都大学東京 本館  

東京都市大学 横浜  

慶應義塾大学 三田  

慶應義塾大学 日吉  

東京海洋大学 品川  

創価大学 フレイザー新着展示開架紙  

創価大学  香峯  

 

<神奈川＞ 

東京工業大学 大岡山  

明治大学  中野  

明治大学  生田  

國學院大學 たま  

東京都市大学 横浜  

専修大学  本館  

東海大学  清水  

慶應義塾大学 三田  

慶應義塾大学 日吉  

平塚市  南館  



大和市  図書館  

秦野市  図書館  

湯河原町  本館  

川崎市  田島  

川崎市  高津  

横須賀市  北図書館  

横須賀市  中央  

横須賀市  南図書館  

葉山町  葉山図書館  

座間市  本館  

藤沢市  大庭館  

藤沢市  総合館  

小田原市  かもめ図書館  

相模原市  大野図書館  

湘南工科大学 附属図書館  

海老名市  中央図書館  

大磯町  国府分館  

伊勢原市  市立図書館  

横浜市  栄  

横浜市  神奈川  

横浜市  旭  

横浜市  中央  

横浜市  中  

横浜市  戸塚  

横浜市  山内  

横浜市  鶴見  

横浜市  港北予約中 

横浜市  保土谷  

茅ヶ崎市  図書館本館  

文教大学湘南図書館 本館  

神奈川大学 横浜  

神奈川大学 平塚  

逗子市  図書館  

 

＜新潟＞ 

佐渡市  小木図書館  

柏崎市  本館  

燕市  燕図書館  

新発田市  本館  

三条市  三条図書館  

阿賀野市  阿賀野図書  

新潟市  西川  

新潟市  巻  

新潟市  亀田  

新潟市  生涯セ  

長岡市  中央館  

長岡市  中之島  

長岡市  寺泊  

長岡市  西館  

 

＜長野＞ 

長野県諏訪広域目録 諏訪市図書館  

茅野市  図書館  

塩尻市  本館  

阿南町  阿南町立図書館  

駒ヶ根市  本館  

松本市  中央図書館  

上田地域図書館情報ネットワーク 上田図書館  

長野市  南部図書館  

長野市  長野図書館  

小諸市  本館  

佐久市  中央図書館  

須坂市  須坂図書館  

 

＜山梨＞ 

山梨県立図書館 県立図書館  

山梨県図書館情報ネットワーク 南アルプス市立白

根 蔵書あり 

山梨県図書館情報ネットワーク 甲 州 市 立 勝 沼

 蔵書あり 

山梨県図書館情報ネットワーク 富 士 吉 田 市 立

 蔵書あり 

山梨県図書館情報ネットワーク 山梨県立 蔵書あり 

山梨県図書館情報ネットワーク 甲府市立 蔵書あり 

山梨県図書館情報ネットワーク 南アルプス市立櫛

形 蔵書あり 

山梨県図書館情報ネットワーク 昭和町立 蔵書あり 

山梨県図書館情報ネットワーク 中 央 市 立 玉 穂

 蔵書あり 

山梨県図書館情報ネットワーク 富 士 吉 田 市

 本館  

南アルプス市 白根桃源図  

南アルプス市 櫛形図書館  

甲州市  勝沼図書館  



中央市  玉穂  

甲府市  甲府図書館  

昭和町  本館  

 

＜富山＞ 

射水市  中央図書館  

富山市  本館  

上市町  町立上市図書館  

滑川市  図書館  

黒部市  黒部  

氷見市  氷見市立図書館  

魚津市  魚津市立図書館  

 

＜石川＞ 

小松市  小松  

津幡町  津幡町立図書館  

白山市  松任図書館  

能美市  寺井図書館  

金沢市  玉川  

金沢市  海みらい  

金沢市  泉野  

加賀市  中央  

加賀市  山中  

金沢大学 自然図 蔵書あり 

 

＜福井＞ 

越前町  越前分館  

越前市  中央図書館  

小浜市  小浜市立図書館  

福井県立大学 小浜  

福井県立大学 本館  

福井県立図書館 若狭図書学習セン   

美浜町  美浜町立図書館  

 

＜岐阜＞ 

多治見市  本館  

中津川市  中津  

瑞穂市  本館  

揖斐川町  揖斐川図書  

池田町  池田町図書館  

岐阜女子大学 本館  

山市  煥章館  

安八町  ハートピア安八  

岐阜市  分館  

岐阜市  中央図書館  

 

＜三重＞ 

熊野市  本館  

鈴鹿市  鈴鹿図書館  

川越町  川越図書室  

伊勢市  小俣図書館  

津市  河芸  

伊賀市  上野図書館  

四日市市 市立  

松阪市  嬉野図書館  

名張市  本館  

鳥羽市  鳥羽図書館  

桑名市  中央  

 

＜静岡＞ 

御殿場市  本館  

富士宮市  中央  

湖西市  中央  

函南町  函南図書館  

富士市  西図  

菊川市  小笠図書  

磐田市  豊岡図書館  

磐田市  竜洋図書館  

島田市  島田図書館  

伊豆市  修善寺図書館  

沼津市  本館  

長泉町  本館  

東海大学  清水  

藤枝市  おかべ図書館  

三島市  本館  

掛川市  掛川中央館  

浜松市  南陽  

浜松市  はまゆう  

浜松市  南  

浜松市  城北  

清水町  清水町立図書館  

袋井市  袋井図書  

森町  森町立図書館  

静岡市  御幸町  



静岡市  蒲原  

静岡市  南部  

静岡市  藁科  

静岡市  西奈  

静岡市  清水中央  

焼津市  焼津図  

 

＜愛知＞ 

豊山町  本館  

美浜町  美浜町図書館  

幸田町  幸田町立図書館  

知多市  中央館  

小牧市  本館  

知立市  本館  

蟹江町  蟹江町図書館  

扶桑町  扶桑町図書館  

大口町  大口町立図書館  

豊川市  中央  

津島市  津島市立図書館  

岩倉市  本館  

清須市  清須市立図書館??o?? 

東郷町  東郷町立図書館  

大府市  図書館  

瀬戸市  瀬戸市立図書館  

大同大学  本館  

田原市  渥美  

一宮市  尾西図書館  

一宮市  木曽川図書  

一宮市  中央図書館  

日進市  本館  

安城市  中央  

犬山市  犬山市立図書館??o?? 

豊田市  中央館  

東海市  中央  

愛知県図書館 本館  

碧南市  本館  

西尾市  一色学びの館  

西尾市  室場ふれあいｾﾝﾀｰ  

尾張旭市 本館  

岡崎市  本館  

名古屋大学 中央館  

名古屋大学 附学校  

名古屋大学 理  

名古屋市  鶴舞  

名古屋市  志段味  

名古屋市  瑞穂  

名古屋市  港  

蒲郡市  本館  

 

＜大阪府＞ 

高槻市  小寺池  

和泉市  シティプラザ  

大東市  中央図書館  

大東  東部図書館  

近畿大学  農学部図書館  

高石市  本館  

寝屋川市  中央館  

枚方市  中央図書館  

豊中市  東豊中  

八尾市  八尾  

八尾市  志紀予約中 

大阪教育大学 本館  

堺市  美原  

大阪産業大学 図書館  

大阪府立図書館 中央  

富田林市  中央図書館  

摂津市  摂津  

守口市  生涯学習情報センター  

関西大学  総合図  

箕面市  中央図書館  

大阪市  中央  

 

＜京都府＞ 

京都大学  理中央  

京都大学  吉田南  

向日市  向日市立図書館  

福知山市  中央館  

京都市  醍中  

京都市  伏中  

京都市  中央  

京都市  左京  

京都市  右中  

京都産業大学 図書館  

京都府立図書館 府図  



宇治市  中央図書館  
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木津川市  山城図書館  

木津川市  中央図書館  

国立国会図書館 関西館蔵書あり 

＜滋賀＞ 

京都大学  理中央  

京都大学  吉田南  

彦根市  本館  

高島市  今津図書館  

愛荘町  愛知川図書館  

竜王町  竜王図書館  

甲賀市  水口図書館  

東近江市  能登川  

守山市  守山市立図書館  

 

＜兵庫＞ 

たつの市  御津  

芦屋市  図書館本館  

尼崎市  尼崎市立中央図書館  

尼崎市  尼崎市立北図書館  

洲本市  五色図書館  

西宮市  鳴尾図書館  

西宮市  北口図書館  

赤穂市  赤穂市立図書館  

西脇市  西脇市図書館  

佐用町  佐用図書館  

三田市  本館  

神戸大学  海事  

稲美町  稲美町立図書館  

明石市  西部館  

明石市  本館  

宝塚市  西図書館  

伊丹市  北分館  

豊岡市  竹野分館  

神戸市  灘図書館  

神戸市  中央図書館  

神戸市  東灘図書館  

姫路市  城内  

加古川市  中央  

加古川市  海洋  

加古川市  ウェルネス  

関西学院大学 配置場所蔵書あり 

関西学院大学 1D/E1T  

関西学院大学 中学部図書館  

関西学院大学 40/HKA  

 

＜奈良＞ 

近畿大学 農学部 図書館  

天理市  本館  

広陵町  広陵町  

大淀町  大淀町立図書館  

香芝市  香芝図書館  

奈良市  奈良市立北部図書館  

大和郡山市 市立図書館  

 

＜和歌山＞ 

御坊市  本館  

和歌山県立図書館 本館  

田辺市  本館  

和歌山市  市民図書館  

岩出市  岩出  

有田川町  ＡＬＥＣ  

 

＜鳥取＞ 

湯梨浜町  とまり  

 

＜島根＞ 

浜田市  中央図書館  

安来市  やすぎ  

島根県立図書館 図書館  

松江市  中央図書館  

出雲市  出雲中央  

 

＜岡山＞ 

玉野市  玉野図書館  

里庄町  里庄図書館  

奈義町  奈義図書館  

井原市  芳井図書館  

笠岡市  笠岡市立図書館  

岡山市  中央図書館  

倉敷市  船穂図書館  

新見市  哲西館  

 



＜広島＞ 

近畿大学  農学部図書館  

三次市  三次館  

広島商船高等専門学校 図書館  

三原市  中央  

大崎上島町 本館  

県立広島大学 庄原  

廿日市市  大野図書館  

福山市  中央図書館  

福山市  東部図書館  

東広島市  中央館  

庄原市  庄原市立図書館  

呉市  広  

呉市  音戸  

呉市  中央  

広島国際学院大学 高校  

広島市  湯来閲覧  

 

＜山口＞ 

岩国市  岩国図書館  

下関市  中央図書館  

光市  本館  

山口市  小郡図書館  

山口市   中央図書館  

周南市  中央図書館  

防府市  防府図書館  

山口県立図書館 本館  

周防大島町 橘館  

水産大学校 研究室館内のみ 

下松市  本館  

 

＜愛媛＞ 

八幡浜市  保内図書館  

東温市  本館  

大洲市  大洲図書館  

砥部町  砥部町立図書館  

新居浜市  本館  

今治市  大西  

今治市  大三島  

今治市  中央  

今治市  波方  

愛媛県立図書館 図書館  

西条市  西条  

 

＜高知＞ 

四万十市 四万十市立図書館  

 

＜香川＞ 

丸亀市  中央  

丸亀市  飯山  

綾川町  生涯学習センター  

坂出市  大橋記念  

香川県立図書館 本館  

高松市  高松市中央図書館  

高松市  牟礼図書館  

高松市  香川図書館  

高松市  国分寺図書館  

 

＜徳島＞ 

鳴門市  図書館  

阿波市  阿波  

阿南市  那賀川  

藍住町  藍住図書館  

徳島市  中央図書館  

徳島県立図書館 図  

 

＜福岡＞ 

近畿大学 農学部図書館  

筑後市  本館  

須恵町  本館  

春日市  市民図  

直方市  本館  

太宰府市  本館  

朝倉市  中央図書館  

みやま市  瀬高館  

八女市  八女館  

宇美町  宇美図書館  

筑紫野市  本館  

新宮町  本館  

嘉麻市  碓井図書館  

中間市  本館  

大川市  本館  

芦屋町  本館  

みやこ町  中央館  



福津市  福津市立図書館  

篠栗町  篠栗町立図書館  

飯塚市  飯塚館  

久留米市  一般室  

久留米市  城島館  

宗像市  深田分館  

宗像市  宗像ユリックス図書館  

筑前町  コスモス  

福岡市  東図書館  

福岡市  中央図書館  

小郡市  本館  

古賀市  本館蔵書あり 

九州大学  筑紫図  

九州大学  伊都図  

 

＜佐賀＞ 

佐賀県立図書館 県立（本館）  

佐賀市  富士館  

武雄市  武雄市図書館  

唐津市  本館  

 

＜長崎＞ 

新上五島町 中央図書館  

諫早市  たらみ図書館  

諫早市  諫早図書館  

佐世保市 本館  

平戸市  永田  

平戸市  平戸  

長与町  長与町図書館  

長崎大学  中央館  

長崎大学  研究室蔵書あり 

長崎市  本館  

長崎県立図書館 本館  

松浦市  松浦市立図書館  

 

＜大分＞ 

国東市  くにさき館  

大分市  大市民  

 

＜熊本＞ 

上天草市 本館  

八代市  本館  

熊本県立大学 本館  

熊本大学  中央館  

 

＜宮崎＞ 

日南市  南郷図書館  

綾町  綾てるは図書館  

日向市  本館  

宮崎県立図書館 県立  

えびの市  えびの  

 

＜鹿児島＞ 

垂水市  垂水図書館  

鹿児島県立図書館 奄美  

鹿児島県立図書館 本館  

南さつま市 中央図書館  

日置市  日吉分館  

姶良市  中央館  

鹿児島大学 水産学部分館  

鹿児島市  市立図書館  

南九州市  頴娃  

 

＜沖縄＞ 

北谷町  北谷図書館  

沖縄県立図書館 本館  

うるま市  中央館  

糸満市  糸満市立中央図書館  

宮古島市  平良図書館  

琉球大学  本館  


