
広島県公共図書館協会加盟館一覧表

お近くの図書館が，「あなた」のご利用を，お待ちしています。
●「広島県公共図書館協会」には，広島県内の図書館サービスの全体的な進展に寄与することを目的として，県内 91の図書館等が加盟しています。

※曜日・季節等による開館時間の変更あり。★休館日は，祝日・図書整理日を除く。

図 書 館 名No. 所　在　地 電 話 番 号 休館日 開館時間 図 書 館 名No. 所　在　地 電 話 番 号 休館日 開館時間

広島県立図書館

広島市立中央図書館

広島市こども図書館

広島市立中区図書館

広島市立東区図書館

広島市立南区図書館

広島市立西区図書館

広島市立安佐南区図書館

広島市立安佐北区図書館

広島市立安芸区図書館

広島市立佐伯区図書館

広島市まんが図書館

広島市まんが図書館あさ閲覧室

呉市中央図書館

呉市広図書館

呉市昭和図書館

呉市川尻図書館

呉市音戸図書館

呉市倉橋図書館

呉市安浦図書館

市立竹原書院図書館

三原市立中央図書館

三原市立本郷図書館

三原市立久井図書館

三原市立大和図書館

尾道市立中央図書館

尾道市立因島図書館

尾道市立瀬戸田図書館

福山市中央図書館

福山市松永図書館

福山市北部図書館

福山市東部図書館

福山市沼隈図書館

福山市新市図書館

福山市かんなべ図書館

府中市立図書館

府中市立図書館上下分室

三次市立図書館

三次市立君田図書館

三次市立布野図書館

三次市立作木図書館

三次市立吉舎図書館

三次市立三良坂図書館

三次市立三和図書館

三次市立甲奴図書館

庄原市立図書館

庄原市立図書館西城分館

庄原市立図書館東城分館

庄原市立図書館口和分館

庄原市立図書館高野分館

庄原市立図書館比和分館

庄原市立図書館総領分館

大竹市立図書館

東広島市立中央図書館

東広島市立黒瀬図書館

東広島市立福富図書館

東広島市立豊栄図書館

東広島市立河内こども図書館

東広島市立安芸津図書館

はつかいち市民図書館

はつかいち市民大野図書館

はつかいち市民さいき図書館

安芸高田市立中央図書館

安芸高田市立八千代図書館

安芸高田市立美土里図書館

安芸高田市立高宮図書館

安芸高田市立甲田図書館

安芸高田市立向原図書館

江田島市立江田島図書館

江田島市立能美図書館

府中町立図書館

海田町立図書館

熊野町立図書館

坂町立図書館

安芸太田町立図書館

安芸太田町立図書館筒賀分室

安芸太田町立図書館戸河内分室

北広島町図書館

北広島町図書館芸北分館

北広島町図書館千代田分館

北広島町図書館豊平分館

世羅町世羅図書館

世羅町甲山図書館

世羅町せらにし図書館

中区千田町3-7-47

中区基町3-1

中区基町5-83

東区東蟹屋町10-31

南区比治山本町16-27

西区横川新町6-1

安佐南区中筋1-22-17

安佐北区可部7-28-25

安芸区船越南3-2-16

佐伯区五日市中央6-1-10

佐伯区湯来町大字和田353-1

南区比治山公園1-4

安佐南区上安2-30-15

呉市中央3-10-3

呉市広古新開2-1-3

呉市焼山中央2-8-12

呉市川尻町東1-1-21

呉市音戸町南隠渡1-7-1

呉市倉橋町字前宮の浦431

呉市安浦町中央4-3-2

竹原市中央4-7-11

三原市円一町2-3-3

三原市本郷南6-25-1

三原市久井町和草1883-6

三原市大和町下徳良111

尾道市東久保町4-1

尾道市御調町大田33

尾道市因島土生町100-4

尾道市瀬戸田町瀬戸田535-1

尾道市向島町5531-1

福山市霞町1-10-1

福山市松永町3-1-29

福山市駅家町近田60-1

福山市伊勢丘6-6-1

福山市沼隈町大字常石1810

福山市新市町新市1061-1

福山市神辺町川北1155-1

府中市府中町43

府中市上下町上下861-3

三次市十日市東3-14-1

三次市君田町東入君644-8

三次市布野町上布野1475-3

三次市作木町下作木905-2

三次市吉舎町吉舎368

三次市三良坂町三良坂2825-1

三次市三和町上板木504

三次市甲奴町本郷10940

庄原市西本町2-20-10

庄原市西城町大佐739-1

庄原市東城町川東1188-2

庄原市口和町向泉934-4

庄原市高野町新市1284

庄原市比和町比和1119-1

庄原市総領町下領家278

大竹市立戸1-6-1

東広島市西条中央7-25-11

東広島市西条西本町28-6

東広島市黒瀬町菅田10

東広島市福富町久芳1545-1

東広島市豊栄町鍛冶屋271

東広島市河内町中河内1166

東広島市安芸津町三津4398

廿日市市下平良1-11-1

廿日市市大野1328

廿日市市津田4218

安芸高田市吉田町吉田761

安芸高田市八千代町佐々井1329

安芸高田市美土里町本郷4535-2

安芸高田市高宮町佐々部957

安芸高田市甲田町高田原1446-3

安芸高田市向原町坂333

江田島市江田島町鷲部2-13-1

江田島市能美町中町3374-12

安芸郡府中町本町1-10-15

安芸郡海田町南幸町1-11

安芸郡熊野町中溝1-17-1

安芸郡坂町坂西1-4-16

山県郡北広島町新庄1031-1

山県郡北広島町川小田10075-54

山県郡北広島町有田1220-1

山県郡北広島町戸谷1113

世羅郡世羅町寺町1158-3

世羅郡世羅町西上原123-3

世羅郡世羅町大字小国3381

神石郡神石高原町油木甲5071-1

豊田郡大崎上島町中野2067-5

東区戸坂千足2-1-5

082-241-2299

082-222-5542

082-221-6755

082-248-9300

082-262-5522

082-251-1080

082-234-1970

082-879-5060

082-814-0340

082-824-1056

082-921-7560

0829-40-4005

082-261-0330

082-830-3675

0823-21-3014

0823-71-7470

0823-34-1210

0823-87-3836

0823-50-0020

0823-53-1872

0823-84-3806

0846-22-0778

0848-62-3225

0848-85-0703

0847-32-7138

0847-33-1115

0848-37-4946

0848-76-3111

0845-22-8660

0845-27-1877

0848-44-0114

084-932-7222

084-933-3770

084-976-4822

084-940-2575

084-987-5630

0847-52-5551

084-962-5053

0847-43-4343

0847-62-8805

0824-62-2639

0824-53-7050

0824-54-2288

0824-55-2610

0824-43-4513

0824-44-4506

0824-52-3739

0847-67-3532

0824-72-1159

0824-82-2183

08477-2-5261

0824-87-2213

0824-86-2944

0824-85-3005

0824-88-3067

0827-52-5338

082-422-9449

082-424-3899

0823-82-1101

082-435-3520

082-432-2075

082-437-1711

0846-45-2335

0829-20-0333

0829-54-1120

0829-72-1011

0826-42-2421

0826-52-7500

0826-59-2120

0826-57-1803

0826-45-4311

0826-46-3121

0823-42-1417

0823-45-0075

082-286-3405

082-823-3215

082-855-6710

082-886-3280

0826-22-1213

0826-32-2601

0826-28-1966

0826-82-3775

0826-35-0070

0826-72-2249

0826-83-0020

0847-22-1022

0847-22-4515

0847-37-2511

0847-82-2002

0846-64-3055

082-229-7878
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月

月

月

月
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木
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火

火
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月

月

月
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第３火
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火，第３日

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

土，日

月

月

土，日

月

月，第１金

月，第１金

月，第１金

月，第１金

月，第１金

月，第１金

月，第１金

第４木

月，第４木

月，第４木

月，第２金

月，第２金

月，第２金

月，第２金

月，第２金

月，第２金

木，最終水

木，最終火

月，最終木

月，月末

月，最終火

月

月

日，第1･3･5土

日

月

土，日

土，日

木

水

火

月

月

土，祝日，月末日

9:30～19:00※

9:00～19:00※

9 :00～17:00

9:00～19:00※

9:00～19:00※

9:00～19:00※

9:00～19:00※

9:00～19:00※

9:00～19:00※

9:00～19:00※

9:00～19:00※

9:00～18:00※

10:00～17:00

10:00～17:00

9 :30～20:00

9 :30～20:00

9 :30～20:00

9 :30～18:00

9 :30～18:00

9 :30～18:00

9 :30～18:00

10:00～18:00

9:30～19:00※

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～21:00

9 :00～19 :00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～19:00

10:00～19:00※

10:00～19:00※

10:00～19:00※

10:00～19:00※

10:00～19:00※

10:00～19:00※

9 :30～19 :00

10:00～18:30

10:00～20:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～19:00

10:00～18:00

10:00～18:00

9 :00～17:00

10:00～18:00

9 :00～17:00

9 :00～17:00

10:00～18:00※

9:00～18:00※

10:00～20:00※

10:00～19:00※

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

9:00～19:00※

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～19:00※

10:00～18:00※

10:00～18:00※

10:00～18:00※

10:00～18:00※

10:00～18:00※

9 :30～19 :00

9 :30～19 :00

10:00～20:00※

9:30～19:00※

10:00～18:00

9:00～20:00※

10:00～18:00※

8:30～17:00※

8:30～17:00※

10:00～18:00

8 : 30～17:15

8:30～19:00※

8 : 30～17:15

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

9 :00～17:00

広島市立佐伯区図書館
湯来河野閲覧室

尾道市立みつぎ子ども
図書館「すくすく」

尾道市立向島子ども
図書館「わくわく」

東広島市立サンスクエア
児童青少年図書館

神石高原町シルトピア
カレッジ図書館
大崎上島文化センター
情報プラザ・エル
広島県立視覚障害者
情報センター

中区加古町4-17
（JMSアステールプラザ2階）

山県郡安芸太田町大字
加計5908-2
山県郡安芸太田町大字
中筒賀1737-1
山県郡安芸太田町大字
戸河内800-1
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1414 ◆懐かしい本を今こそ！

◆ライフワークの資料集め
に

◆講演・講座もあります

◆健康情報も

◆ビジネスのアイデア・
　ヒント探しに
◆時事ネタの収集に
◆ストレス解消に

◆親子で楽しめるおはなし会や
　イベントもあります
◆暮らしに役立つ情報も

◆新刊図書で気分転換

◆レポートに
◆進路の参考に

◆集中できる環境

●本を読んだり借りたりするのに，お金は要りません。
●インターネットでの調べ物も無料です。

●自分では探しきれない調べものも相談できます。
●無料の講演会や暮らしに役立つ催しもたくさん !

「利用料金, ０円！」図書館は, 誰でも, 無料で利用できます。

県内公共図書館の本や雑誌新聞等は，広島県立図書館のホーム
ページで一度に検索することができます。

「まとめて検索！」県内図書館の資料は, 一度に検索できます。

お近くの図書館にない本を，他の図書館から取り寄せることができます。（「相互貸借」と言います。）
図書館で相談してください。   ※一部貸出しできないものもあります。

「お近くの図書館までお届け！」
県内91の図書館の本は, 
無料でお取り寄せします。

学生さん！学生さん！

時間にゆとりのあるあなた
！

時間にゆとりのあるあなた
！

働き盛りのあなた！働き盛りのあなた！

子育て中のあなた！子育て中のあなた！

そう ご たいしゃく

● ● ● ● ●

検 索広島県立図書館

QRコードからもアクセスできます！▶

県内91図書館の蔵書
約870万冊！

平成 28 年10月発行　広島県公共図書館協会　編集／広島県立図書館

広島県公共図書館マップ

使わない
のは,

もったいな
い！
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広島県立図書館❶

広島市立図書館❷
市内に13館・室。広島に関する郷
土資料やまんがなど，蔵書が豊富。

大竹市立図書館11
広島県西の玄関にある親しみやす
い図書館です。

尾道市立中央図書館❻
夜９時まで開いてます！ライブ
も映画の上映会もやってる♪

広島県立視覚障害者情報センター25
点字・録音図書の郵送貸出を行って
います。

はつかいち市民図書館13
赤ちゃんから楽しめる絵本コーナ
ーが人気。

府中町立図書館16
子育てを応援します。

海田町立図書館17
身近でアットホームな雰囲気の図
書館。

熊野町立図書館18
豊かな緑と笑顔でお迎え！

坂町立図書館19
仕事帰りに寄って帰れる，平日20
時閉館です。

三次市立図書館❾
個性いろいろ，地域に寄り添う
８つの図書館。

安芸高田市立図書館14
来て，見て，知って。図書館へ。
探検しよう，6つの図書館！

安芸太田町立図書館20
快適な閲覧室で読書が楽しめる
県北のオアシス。

北広島町図書館21
ぶらりと立ち寄り読書でリフレッ
シュ♪

福山市中央図書館❼
本と人と出会うまち

「ばらのまち　ふくやま」

府中市立図書館❽
味噌蔵造りの図書館で古代浪漫
を感じよう！

神石高原町シルトピアカレッジ図書館23
自然豊かな図書館です。
Free Wi-Fi完備。

市立竹原書院図書館❹
今日も小学校で人気者！
移動図書館車わかたけ号だよ。

三原市立中央図書館❺
広くて落ち着けるえほんのへや
があります。

世羅町図書館22
親しみ易く開放的。町内に３つの
図書館があります。

大崎上島文化センター情報プラザ・エル24
壁面がガラス張りで明るく静か
な環境にあります。

庄原市立図書館10
「倉田百三文学館」を併設して
います。

呉市中央図書館❸
１万点を超える船や海の資料「海
の文庫」

東広島市立図書館12
「つながり」を生み出す図書館を目
指します。（写真は安芸津図書館）

江田島市立図書館15
本と笑顔をつなぐ，島のひだまり
図書館。

広島県立図書館

インターネット
予約貸出しサービス

広島県立図書館

インターネット
予約貸出しサービス

県立図書館の本は，
インターネットで予約
してお近くの図書館
で受け取り・返却する
ことができます。

※ご利用には，視覚障害者手帳が必要です。

広域利用

75万冊の蔵書！お近くの図書館へ
これでお届け！

お住まいの近隣の図書館の
利用カードも作れます。

チーム広島
！

県内 91 館の
870 万冊が

あなたをバ
ックアップ

！
チーム広島

！
県内 91 館の

870 万冊が

あなたをバ
ックアップ

！

◆●図書館

利用カード

○△図書館

利用カード

それぞれ
魅力があるんだね

全ての市や町に
図書館があるんだね

県 立

広島地区

備北地区芸北地区

福山地区

尾三地区

呉・賀茂地区

県内図書館のネットワーク県内図書館のネットワーク


