図書館の広域利用について
広島広域都市圏内にお住まいの方はどなたでも、圏内の市立・町立図書館の利用ができます。
（平成 18 年 9 月からの取組です。
）

１

利用にあたっての注意事項
⑴

各図書館の利用カードが必要です。カード発行の際に、住所等を確認させていただくことがあります

ので、運転免許証、健康保険証、生徒手帳等をお持ちください。
⑵

図書館ごとに貸出できる図書等の資料の種類、冊数、期間が異なりますので、利用される図書館にお

尋ねください。
⑶

借りた図書等は、必ず借りた図書館にお返しください。ただし、同一市町内での返却であれば他の図

書館でも返却が可能な場合がありますので、利用される図書館にお尋ねください。
⑷

２

図書館の利用にあたっては、各図書館のルールを遵守してください。

お問い合わせ
休館日・開館時間や貸出冊数等の詳しい内容は、各図書館にお問い合わせください。

■広域利用実施図書館一覧
地域

図書館名

郵便番号

所在地

電話番号

広島市立図書館 １３館
中央図書館

730-0011

広島市中区基町 3-1

(082)222-5542

中区図書館

730-0812

広島市中区加古町 4-17

(082)248-9300

東区図書館

732-0055

広島市東区東蟹屋町 10-31

(082)262-5522

南区図書館

732-0816

広島市南区比治山本町 16-27

(082)251-1080

西区図書館

733-0013

広島市西区横川新町 6-1

(082)234-1970

安佐南区図書館

731-0122

広島市安佐南区中筋 1 丁目 22-17

(082)879-5060

安佐北区図書館

731-0221

広島市安佐北区可部 7 丁目 28-25

(082)814-0340

広島市

安芸区図書館

736-8508

広島市安芸区船越南 3 丁目 2-16

(082)824-1056

周 辺

佐伯区図書館

731-5128

広島市佐伯区五日市中央 6 丁目 1-10

(082)921-7560

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

738-0601

広島市佐伯区湯来町大字和田 353-1

(0829)40-4005

まんが図書館

732-0815

広島市南区比治山公園 1-4

(082)261-0330

まんが図書館あさ閲覧室

731-0154

広島市安佐南区上安 2 丁目 30-15

(082)830-3675

こども図書館

730-0011

広島市中区基町 5-83

(082)221-6755

府中町立図書館

735-0006

安芸郡府中町本町 1 丁目 10－15

(082)286-3405

海田町立図書館

736-0032

安芸郡海田町南幸町 1-11

(082)823-3215

熊野町立図書館

731-4214

安芸郡熊野町中溝 1 丁目 17-1

(082)855-6710

坂町立図書館

731-4314

安芸郡坂町坂西 1 丁目 4-16

(082)886-3280

呉市立図書館 ７館
中央図書館

737-0051

呉市中央 3 丁目 10-3

(0823)21-3014

広図書館

737-0112

呉市広古新開 2 丁目 1-3

(0823)71-7470

昭和図書館

737-0935

呉市焼山中央 2 丁目 8-12

(0823)34-1210

川尻図書館

737-2607

呉市川尻町東 1 丁目 1-21

(0823)87-3836

倉橋図書館

737-1377

呉市倉橋町字前宮の浦 431

(0823)53-1872

安浦図書館

737-2516

呉市安浦町中央 4 丁目 3-2

(0823)84-3806

音戸図書館

737-1205

呉市音戸町南隠渡 1 丁目 7-1

(0823)50-0020

江田島図書館

737-2133

江田島市江田島町鷲部 2 丁目 13-1

(0823)42-1417

能美図書館

737-2301

江田島市能美町中町 3374-12

(0823)45-0075

725-0026

竹原市中央 4 丁目 7-11

(0846)22-0778

中央図書館

739-0025

東広島市西条中央 7 丁目 25-11

(082)422-9449

サンスクエア児童青少年図書館

739-0043

東広島市西条西本町 28-6

(082)424-3899

広島

黒瀬図書館

739-2624

東広島市黒瀬町菅田 10

(0823)82-1101

中央

福富図書館

739-2303

東広島市福富町久芳 1545-1

(082)435-3520

豊栄図書館

739-2310

東広島市豊栄町鍛冶屋 271

(082)432-2075

河内こども図書館

739-2201

東広島市河内町中河内 1166

(082)437-1711

安芸津図書館

739-2402

東広島市安芸津町三津 4423

(0846)45-2335

725-0301

豊田郡大崎上島町中野 2067-5

(0846)64-3055

中央図書館

723-0015

三原市円一町 2 丁目 3-3

(0848)62-3225

本郷図書館

729-0417

三原市本郷南 6 丁目 25-1

(0848)85-0703

久井図書館

722-1412

三原市久井町和草 1883-6

(0847)32-7138

大和図書館

729-1406

三原市大和町下徳良 111

(0847)33-1115

世羅図書館

722-1111

世羅郡世羅町大字寺町 1158-3

(0847)22-1022

せらにし図書館

722-1701

世羅郡世羅町大字小国 3381

(0847)37-2511

甲山図書館

722-1121

世羅郡世羅町大字西上原 123-3

(0847)22-4515

739-0605

大竹市立戸 1 丁目 6-1

(0827)52-5338

はつかいち市民図書館

738-0023

廿日市市下平良 1 丁目 11-1

(0829)20-0333

はつかいち市民大野図書館

739-0478

廿日市市大野 1328

(0829)54-1120

はつかいち市民さいき図書館

738-0222

廿日市市津田 4218

(0829)72-1011

中央図書館

731-0501

安芸高田市吉田町吉田 761

(0826)42-2421

八千代図書館

731-0303

安芸高田市八千代町佐々井 1364

(0826)52-7500

美土里図書館

731-0612

安芸高田市美土里町本郷 4535-2

(0826)59-2120

高宮図書館

739-1802

安芸高田市高宮町佐々部 957

(0826)57-1803

呉

江田島市立図書館 ２館

市立竹原書院図書館
東広島市立図書館 ７館

大崎上島町情報プラザ・エル
三原市立図書館 ４館

三原

世羅町立図書館 ３館

大竹市立図書館
はつかいち市民図書館 ３館
広島西

安芸高田市立図書館 ６館
芸北

甲田図書館

739-1101

安芸高田市甲田町高田原 1446-3

(0826)45-4311

向原図書館

739-1201

安芸高田市向原町坂 333

(0826)46-3121

安芸太田町立図書館

731-3501

山県郡安芸太田町大字加計 5908-2

(0826)22-1213

筒賀分室

731-3702

山県郡安芸太田町大字中筒賀 1737-1

(0826)32-2601

戸河内分室

731-3810

山県郡安芸太田町大字戸河内 800-1

(0826)28-1966

北広島町図書館

731-2103

山県郡北広島町新庄 1031-1

(050)5812-3775

芸北分館

731-2323

山県郡北広島町川小田 75-54

(050)5812-2070

豊平分館

731-1711

山県郡北広島町戸谷 1113

(050)5812-4020

千代田分館

731-1533

山県郡北広島町有田 1220-１

(050)5812-2249

中央図書館

740-0034

岩国市南岩国町 4 丁目 52-1

(0827)31-0046

岩国図書館

741-0062

岩国市岩国 4 丁目 4-15

(0827)41-0880

中央図書館麻里布分室

740-0018

岩国市麻里布町 7 丁目 1-2

(0827)22-5845

由宇図書館

740-1428

岩国市由宇町中央１丁目 1-15

(0827)63-5117

玖珂図書館

742-0326

岩国市玖珂町 4961

(0827)82-4444

周東図書館

742-0417

岩国市周東町下久原 1201-1

(0827)84-1765

美和図書館

740-1225

岩国市美和町渋前 1751

(0827)95-0005

錦図書館

740-0724

岩国市錦町広瀬 6487-4

(0827)72-2246

和木町立図書館

740-0061

玖珂郡和木町和木 2 丁目 15-1

(0827)54-0222

柳井図書館

742-0021

柳井市柳井 3670-１

(0820)22-0628

大畠図書館

749-0102

柳井市大畠 1500

(0820)45-2226

大島図書館

742-2106

大島郡周防大島町大字小松 138-1

(0820)74-3800

久賀図書館

742-2301

大島郡周防大島町大字久賀 5058

(0820)72-2520

東和図書館

742-2512

大島郡周防大島町大字平野 417-11

(0820)78-0629

橘図書館

742-2806

大島郡周防大島町大字西安下庄 445-2

(0820)77-0100

742-1101

熊毛郡平生町大字平生町 193-4

(0820)56-2310

安芸太田町立図書館 ３館

芸北

北広島町図書館 ４館

岩国市図書館 ８館

岩国

柳井市立図書館 ２館

周防大島町立図書館 ４館
柳井

平生町立平生図書館

