
連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

北海道大学 国 011-706-3956 2冊 15日
返信用封筒(宛名明記・84円切手添付)・身
分証明書（免許証・保険証など住所･年齢の
確認できるもの）

無料

国 011-778-0288 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

国 0166-59-1235 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

国 0154-44-3243 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

国 0138-44-4231 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

国 0126-32-0240 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

旭川医科大学 国 0166-68-2239 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

小樽商科大学 国 0134-27-6541 5冊 16日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

帯広畜産大学 国 0155-49-5340 15冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

北見工業大学 国 0157-26-9194 10冊 15日
身分証明書（免許証・保険証など）送付用
封筒（住所を記載し、84円分の切手を貼る）

無料

室蘭工業大学 国 0143-46-5189 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

釧路公立大学 公 0154-37-5097 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

公立はこだて未来大
学

公 0138-34-6360 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

北海道科学大学 私 011-688-2386 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

札幌大学 私 011-852-9176 5冊 14日
証明写真（3×3㎝）・身分証明書（免許証・
保険証など現住所の確認できるもの）

無料

東海大学（札幌） 私 011-571-5112 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

北星学園大学 私 011-891-2664 3冊 14日
証明写真（3×3㎝）・身分証明書（免許証・
保険証など現住所の確認できるもの）

無料

北海商科大学 私 011-841-1161 6冊 16日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

0133-23-1134

011-778-9095

旭川大学 私 0166-48-3121 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

北海道文教大学 私 0123-34-0023 2冊 10日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

北翔大学 私 011-387-3908
身分証明書（顔写真付きで現住所の確認で
きるもの、もしくは公的書類と証明写真）

無料

酪農学園大学 私 011-388-4141 5冊 14日 身分証明書（住所の確認できるもの） 無料

札幌学院大学 私 011-386-8111 5冊 14日
顔写真付き身分証明書（現住所の確認でき
るもの）もしくは身分証明書と証明写真

無料

北海道情報大学 私 011-385-3778 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

日本赤十字北海道看
護大学

私 0157-66-3315 無料

函館大学 私 0138-57-1181 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

育英館大学 私 0162-32-7511 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

北洋大学 私 0144-61-3312 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

 稚内市

 苫小牧市

 江別市

 江別市

 江別市

 北見市 ※ 館内閲覧のみ

 函館市

身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

 札幌市

 旭川市

 恵庭市

 江別市 ※ 館内閲覧･複写のみ

 札幌市

北海道医療大学 私

 石狩郡(総合図書館)

3冊 14日

 釧路市

 函館市

 札幌市

 札幌市

 札幌市

 札幌市

 岩見沢市（岩見沢館）

 旭川市

 小樽市

 帯広市

 北見市

 室蘭市

市民利用可能な大学図書館一覧　［2022.7.7現在］

■ 北海道地方　 所在地

 札幌市

北海道教育大学

 札幌市（札幌館）

 旭川市（旭川館）

 釧路市（釧路館）

 函館市（函館館）

http://www.lib.hokudai.ac.jp/?ml_lang=ja
http://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/library/
http://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/library/
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http://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/library/
http://lib.asahikawa-med.ac.jp/
http://www.otaru-uc.ac.jp/htosyo1/
https://www.obihiro.ac.jp/navi-library
https://www.lib.kitami-it.ac.jp/
http://www.lib.muroran-it.ac.jp/
http://www.kushiro-pu.ac.jp/library/index.html
http://library.fun.ac.jp/
http://library.fun.ac.jp/
http://library.fun.ac.jp/
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http://library.fun.ac.jp/
http://library.fun.ac.jp/
http://library.fun.ac.jp/
http://library.fun.ac.jp/
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https://lsvopac.sapporo-u.ac.jp/drupal/
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https://opac.hokusei.ac.jp/library/?q=ja
http://www.hokkai.ac.jp/activities/activities02/activities02-01/
http://library.hoku-iryo-u.ac.jp/
http://www.asahikawa-u.ac.jp/library/index.htm
http://libro.do-bunkyodai.ac.jp/
https://lib.hokusho-u.ac.jp/drupal/
http://library.rakuno.ac.jp/
https://library.sgu.ac.jp/HP/
http://library.do-johodai.ac.jp/drupal/
http://www.rchokkaido-cn.ac.jp/library/riyou.html
http://www.rchokkaido-cn.ac.jp/library/riyou.html
http://www.rchokkaido-cn.ac.jp/library/riyou.html
http://www.rchokkaido-cn.ac.jp/library/riyou.html
http://www.rchokkaido-cn.ac.jp/library/riyou.html
http://www.rchokkaido-cn.ac.jp/library/riyou.html
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http://www.rchokkaido-cn.ac.jp/library/riyou.html
https://webopac.hakodate-u.ac.jp/
https://www.ikueikan.ac.jp/wakkanai/facilities/library/
https://hokuyo.ac.jp/publics/index/35
http://library.hoku-iryo-u.ac.jp/
http://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/library/


星槎道都大学 私 011-372-8139 4冊 14日 身分証明書（免許証・パスポートなど） 無料

連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

弘前大学 国 0172-39-3162 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

018-889-2279 3冊 14日

018-884-6052 2冊 7日

岩手大学 国 019-621-6085 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

福島大学 国 024-548-8087 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

東北大学 国 022-795-5943 2冊 21日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

宮城教育大学 国 022-214-3350 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

山形大学（小白川） 国 023-628-4914 5冊 21日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

山形大学（医学部） 国 023-628-5054 3冊 複写持出 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

山形大学（工学部） 国 0238-26-3019 3冊 21日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

山形大学（農学部） 国 0235-28-2810 4冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

青森公立大学 公 017-764-1551 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

青森県立保健大学 公 017-765-2011 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）　※利用証発行の際、利用
ガイダンス受講。

無料

国際教養大学 公 018-886-5907 5冊 １ヶ月
身分証明書（免許証・保険証など住所･年
齢の確認できるもの）

無料

秋田県立大学 公 018-872-1561 3冊  14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

岩手県立大学 公 019-694-2070 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

福島県立医科大学 公 024-547-1687 2冊 14日
写真付身分証明書（免許証など住所の確認
できるもの）

無料

会津大学 公 0242-37-2545 2冊 14日
証明写真（3×3㎝）・身分証明書（免許証・
保険証など）

無料

宮城大学(大和） 公 022-377-8313 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

山形県立保健医療大
学

公 023-686-6671 3冊 10日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

青森中央学院大学 私 017-728-0121 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

八戸学院大学 私 0178-30-1695 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

八戸工業大学 私 0178-25-8032 3冊 7日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

ノースアジア大学 私 018-836-2408 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

秋田看護福祉大学 私 0186-45-1785 3冊 14日 顔写真付身分証明書 無料

盛岡大学 私 019-688-5561 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

岩手医科大学 私  019-611-8006 3冊 7日 身分証明書（学生証・免許証など） 無料

福島学院大学 私 024-553-3221 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

医療創生大学 私 0246-29-7121 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

東日本国際大学 私 0246-35-0416 15冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

奥羽大学 私 024-932-9061 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

 福島県・福島市

 福島県・いわき市 ※ 館内閲覧のみ

 福島県・いわき市

 福島県・郡山市 ※ 館内閲覧のみ

 青森県・八戸市

 青森県・八戸市

 秋田県・秋田市

 秋田県・大館市

 岩手県・滝沢市

 岩手県・盛岡市

 岩手県・滝沢市

 福島県・福島市

 福島県・会津若松市

 宮城県・黒川郡

 山形県・山形市

 青森県・青森市

 山形県・米沢市

 山形県・鶴岡市

 青森県・青森市

 青森県・青森市

 秋田県・秋田市

 秋田県・秋田市

 岩手県・盛岡市

 福島県・福島市

 宮城県・仙台市（本館）

 宮城県・仙台市

 山形県・山形市

 山形県・山形市

秋田大学 国

 秋田県・秋田市（中央）

身分証明書（免許証・保険証など） 無料

 秋田県・秋田市（医学）

 北広島市

■ 東北地方 所在地

 青森県・弘前市

https://www.seisadohto.ac.jp/library/use/
http://www.ul.hirosaki-u.ac.jp/
http://www.lib.akita-u.ac.jp/top/
http://www.lib.iwate-u.ac.jp/
http://www.lib.fukushima-u.ac.jp/
http://www.library.tohoku.ac.jp/main/
http://library.miyakyo-u.ac.jp/
http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yktop/
http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/ymtop/
http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yztop/
http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yatop/
http://www.nebuta.ac.jp/lib/top.htm
http://www.auhw.ac.jp/library/
https://library.aiu.ac.jp/
http://libwww.akita-pu.ac.jp/drupal/
https://libipu.iwate-pu.ac.jp/drupal/
http://www-lib.fmu.ac.jp/index.html
http://www.u-aizu.ac.jp/intro/facilities/library/
http://www.myu.ac.jp/site/sogocenter/
http://www.yachts.ac.jp/off/library/
http://www.yachts.ac.jp/off/library/
http://www.yachts.ac.jp/off/library/
http://www.yachts.ac.jp/off/library/
http://www.yachts.ac.jp/off/library/
http://www.yachts.ac.jp/off/library/
http://www.yachts.ac.jp/off/library/
http://www.yachts.ac.jp/off/library/
http://www.yachts.ac.jp/off/library/
http://www.yachts.ac.jp/off/library/
http://www.aomoricgu.ac.jp/library/
http://lib.hachinohe-u.ac.jp/
http://www.lib.hi-tech.ac.jp/node/8
http://www.nau-lib.jp/
https://www.well.ac.jp/library
https://library.morioka-u.ac.jp/drupal/
https://www.iwate-med.ac.jp/library/
http://www.fukushima-college.ac.jp/general_library/
https://www.isu.ac.jp/library/
http://www.shk-ac.jp/lab.html
http://www.ohu-u.ac.jp/ohu_lib/index.html
http://www.lib.akita-u.ac.jp/top/


東北生活文化大学 私 022-272-7518 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

東北福祉大学 私 022-717-3309 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

1000円

東北医科薬科大学 私 022-727-0061 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

尚絅学院大学 私 022-381-3440 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

石巻専修大学 私 0225-22-7718 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

東北芸術工科大学 私 023-627-2044 無料

東北公益文化大学 私 0234-41-1177 10冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 300円

連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

筑波大学 国 029-853-6055 6冊 21日
Webにて申請。受付完了メール受領後に受
付館に身分証明書（免許証・保険証など住
所の確認できるもの）を持参。

1100円

029-858-9330

029-858-9510

 水戸市

（本館）
029-228-8076

 日立市
（工学部）

0294-38-5012

 阿見町
（農学部）

029-888-8531

027-220-7185 5冊 14日

027-220-7882 2冊 14日

0277-30-1079 5冊 14日

埼玉大学 国 048-858-3667 3冊 14日
証明写真（3×2.4㎝）・はがき（申請者の住
所・氏名記入）・身分証明書（免許証・保険
証など住所の確認できるもの）

無料

千葉大学 国 043-290-2258 2冊 21日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）※分館は貸出不可。

350円

放送大学 国 043-298-4302 無料

宇都宮大学 国 028-649-5134 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

横浜国立大学 国

045-339-3219
（中央）

045-339-3231
（理工学）

2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）※メールでの申請も可能

無料

総合研究大学院大学 国 046-858-1528 10冊 15日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

茨城県立医療大学 公 029-840-2105 無料

前橋工科大学 公 027-265-0112 6冊 15日 身分証明書（住所・勤務先のわかるもの） 無料

群馬県立県民健康科
学大学

公 027-235-9563 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

高崎経済大学 公 027-344-6266 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 500円

埼玉県立大学 公 048-973-4122 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

横浜市立大学 公 045-787-2075 4冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

500円

神奈川県立保健福祉
大学

公 046-828-2540 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

筑波学院大学 私 029-858-4820 5冊 21日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

年間利用のみ
30000円

常磐大学 私 029-232-2571 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

 埼玉県・越谷市

 神奈川県・横浜市

 神奈川県・横須賀市

 茨城県・つくば市

 茨城県・水戸市

 神奈川県・三浦郡

 茨城県・稲敷郡 ※ 館内閲覧のみ

 群馬県・前橋市

 群馬県・前橋市

 群馬県・高崎市

 埼玉県・さいたま市

 千葉県・千葉市

 千葉県・千葉市 ※ 館内閲覧のみ

 栃木県・宇都宮市

 神奈川県・横浜市

無料

群馬大学 国

 群馬県・前橋市荒牧（中
央図書館）

写真付身分証明書（免許証など住所の確認
できるもの）

無料
 群馬県・前橋市昭和町
（医学図書館）

 群馬県・桐生市
（理工学図書館）

茨城大学 国  茨城県　       10冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

 茨城県・つくば市

筑波技術大学 国

 茨城県・つくば市天久保
（聴覚障害系図書館）

※ 館内閲覧のみ 無料
 茨城県・つくば市春日（視
覚障害系図書館）

 宮城県・石巻市

 山形県・山形市 ※ 館内閲覧のみ

 山形県・酒田市

■ 関東地方 所在地

 宮城県・仙台市 ※ 館内閲覧のみ

 宮城県・仙台市

 宮城県・仙台市 ※ 館内閲覧のみ

 宮城県・名取市 ※ 館内閲覧のみ

https://www.mishima.ac.jp/tsb/library/
http://www.tfu.ac.jp/libr/
http://www.tohoku-mpu.ac.jp/library/
http://www.shokei.jp/library/
http://www.senshu-u.ac.jp/ishinomaki/ilibif/lib.html
https://www.tuad.ac.jp/about/library/
http://media.koeki-u.ac.jp/
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/mytulips/
https://library.k.tsukuba-tech.ac.jp/drupal/
http://www.lib.ibaraki.ac.jp/
http://www.lib.ibaraki.ac.jp/
http://www.media.gunma-u.ac.jp/
http://www.media.gunma-u.ac.jp/
http://home.lib.saitama-u.ac.jp/
http://www.ll.chiba-u.ac.jp/
http://lib.ouj.ac.jp/
https://opac.lib.utsunomiya-u.ac.jp/library/
http://www.lib.ynu.ac.jp/
http://www.lib.soken.ac.jp/
http://www.lib.ipu.ac.jp/
http://www.maebashi-it.ac.jp/library/
http://gchs.opac.jp/
http://gchs.opac.jp/
http://gchs.opac.jp/
http://gchs.opac.jp/
http://gchs.opac.jp/
http://gchs.opac.jp/
http://gchs.opac.jp/
http://gchs.opac.jp/
http://gchs.opac.jp/
http://gchs.opac.jp/
http://ufinity07.jp.fujitsu.com/
https://www.spu.ac.jp/library/
https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/
https://www.kuhs.ac.jp/library/
https://www.kuhs.ac.jp/library/
https://www.kuhs.ac.jp/library/
https://www.kuhs.ac.jp/library/
https://www.kuhs.ac.jp/library/
https://www.kuhs.ac.jp/library/
https://www.kuhs.ac.jp/library/
https://www.kuhs.ac.jp/library/
https://www.kuhs.ac.jp/library/
https://www.kuhs.ac.jp/library/
http://www.tsukuba-g.ac.jp/library/library_top.html
http://www.tokiwa.ac.jp/~tucmi/
http://www.media.gunma-u.ac.jp/
http://www.lib.ibaraki.ac.jp/
https://library.k.tsukuba-tech.ac.jp/drupal/


茨城キリスト教大学 私 0294-52-3215 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

1000円

流通経済大学 (龍ヶ
崎）

私 0297-60-1160 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）※車で来館する場合は車検
証と印鑑も持参。

1000円

伊勢崎市
（本館）

0270-20-3144

高崎市
(分館)

0274-42-1982

群馬パース大学 私 027-388-0300 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

027-352-1290
（本館）

027-352-1291
（看護・理学療法）

027-352-1180
（薬学部）

関東学園大学 私 0276-32-7918
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

東洋大学（板倉） 私 0276-82-9061 身分証明書（住所・勤務先のわかるもの） 無料

目白大学（岩槻） 私 048-797-2143
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

048-758-7111
(岩槻)

048-749-6111
(蓮田)

日本工業大学 私 0480-33-7511 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 1000円

埼玉学園大学 私 048-294-2011 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

文教大学(越谷) 私 048-974-8145 10冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所が
確認できるもの）・はがき（住所・氏名を記入）

無料

埼玉工業大学 私 048-585-6816 2冊  14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

淑徳大学（みずほ台） 私 049-274-1508 10冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

聖学院大学 私 048-725-5461 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 1000円

平成国際大学 私 0480-66-2231 無料

城西大学 私 049-271-7736 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証・住民票に限
る）・顔写真1枚（3×2.4cm）

1000円

共栄大学 私 048-755-2956
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）　※要事前連絡

無料

立正大学 私 048-536-6017 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

大東文化大学 私 0493-31-1530
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

千葉商科大学 私 047-373-9798 10冊 14日
市川市立図書館に本学所定利用許可願提
出。本学で受取の際、身分証明書（免許証・
保険証など住所の確認できるもの）

預り金1000円
(釣銭なし)

麗澤大学 私 04-7173-3683
誓約書・身分証明書（免許証・保険証など
住所の確認できるもの）

1000円

開智国際大学 私 04-7167-8655 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

500円

 千葉市
（稲毛）

043-284-2307

 佐倉市
（佐倉）

043-486-7111

千葉経済大学 私 043-253-9941 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

東京情報大学 私 043-236-4617 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

千葉科学大学 私 0479-30-4510 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

江戸川大学 私 04-7152-9942 5冊 14日
流山市民は市立図書館で手続き・柏市民は
身分証

柏市民のみ
1000円

身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

 千葉県・千葉市

 千葉県・千葉市

 千葉県・銚子市

 千葉県・流山市

 千葉県・柏市

敬愛大学 私  千葉県 10冊 14日

 埼玉県・熊谷市 ※ 館内閲覧のみ

東松山市 ※ 館内閲覧のみ

 千葉県・市川市

 千葉県・柏市 ※ 館内閲覧のみ

 埼玉県・入間郡

 埼玉県・上尾市

 埼玉県・加須市 ※ 館内閲覧のみ

 埼玉県・坂戸市

 埼玉県・春日部市 ※ 館内閲覧のみ

 埼玉県・南埼玉郡

 埼玉県・川口市

 埼玉県・越谷市

 埼玉県・深谷市

人間総合科学大学 私  埼玉県・さいたま市 ※ 館内閲覧のみ 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

 群馬県・太田市 ※ 館内閲覧のみ

 群馬県・邑楽郡 ※ 館内閲覧のみ

 埼玉県・さいたま市 ※ 館内閲覧のみ

身分証明書（免許証・保険証など）・証明写
真（3×2.4㎝･カラー）

無料

 群馬県・高崎市

高崎健康福祉大学 私  群馬県・高崎市 ※ 館内閲覧のみ 無料

 茨城県・龍ヶ崎市

上武大学 私  群馬県 3冊 14日

 茨城県・日立市

https://www.icc.ac.jp/about/facility/library/index.html
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
http://www.jobu.ac.jp/library/
https://www.paz.ac.jp/library/
https://library.takasaki-u.ac.jp/
https://library.takasaki-u.ac.jp/
http://www.kanto-gakuen.ac.jp/univer/library/index.htm
http://www.toyo.ac.jp/site/library/
http://www.mejiro.ac.jp/library/iwatsuki/
https://www.human.ac.jp/library/
http://nit-lib.cc-town.net/
http://www.media.saigaku.ac.jp/
http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/lib/klib/
https://www.sit.ac.jp/toshokan/gakugai/
http://www.shukutoku.ac.jp/campuslife/library/saitama/
https://www-std01.ufinity.jp/seiglib/
http://www.hiu.ac.jp/education/hiu_library/
http://libopac.josai.ac.jp/
https://library.kyoei.ac.jp/
http://www.ris.ac.jp/library/
http://www.daito.ac.jp/research/library/
http://www.lib.cuc.ac.jp/
https://library.reitaku-u.ac.jp/library/?q=ja
http://www.kaichi.ac.jp/library/
http://www.u-keiai.ac.jp/kulir/
http://lib.cku.ac.jp/
http://www.tuis.ac.jp/support/library/outside/
https://www.lib.cis.ac.jp/drupal/
http://www.edogawa-u.ac.jp/facility/library/index.html
http://www.u-keiai.ac.jp/kulir/
https://www.human.ac.jp/library/
https://library.takasaki-u.ac.jp/
http://www.jobu.ac.jp/library/


日本大学（生産工学） 私 047-474-2265 市立図書館の利用証 無料

東邦大学 私 047-472-9411
身分証明書（免許証・保険証など）または市
立図書館の利用証

無料

流通経済大学（新松
戸）

私 047-340-0244 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

1000円

国際武道大学 私 0470-73-4150
身分証明書（免許証・保険証など）または紹
介状※要事前連絡

無料

城西国際大学 私 0475-55-8812 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 2000円

帝京平成大学(千葉) 私 0436-74-5207 身分証明書（免許証・保険証など）･印鑑 無料

明海大学(浦安) 私 047-350-4997 4冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）・顔写真1枚（3.0×2.4）

無料

二松学舎大学 私 04-7191-8758 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

作新学院大学 私 028-670-3652 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

足利工業大学 私 0284-62-0794 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

国際医療福祉大学 私 0287-24-3041 3冊 7日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

自治医科大学 私 0285-58-7057 身分証明書（学生証・職員証など） 無料

桐蔭横浜大学 私 045-974-5092
身分証明書（現住所・顔写真のあるもの）
※要事前連絡

無料

横浜商科大学 私 045-583-9057 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など）
鶴見区民500

円、浜市他区在
住在勤1000円

國學院大學 私 045-904-7738
身分証明書（免許証・保険証など）

500円

東京工芸大学 私 046-242-9501 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

神奈川工科大学 私 046-241-6221 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所が
確認できるもの）

無料

横浜市
（横浜）

045-481-5661

平塚市
（湘南）

0463-59-4111

東海大学（湘南） 私 0463-63-4140 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など）・お住ま
いの公共図書館の利用証

3～8月1000
円、

9～2月500円

関東学院大学 私 045-786-7025 2冊 14日

身分証明書（免許証・保険証など住所の記

載のあるもの）顔写真1枚（3×2.5㎝、１年以

内に撮影のもの）※利用者講習の受講必要

1000円(金沢
区民は500円)

産業能率大学(湘南) 私 0463-92-2218 身分証明書（住所か勤務先のわかるもの） 無料

文教大学(湘南) 私 0467-53-2111 10冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

湘南工科大学 私 0466-30-0280 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

日本大学(生物資源
科学部)

私 0466-84-3851 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

田園調布学園大学 私 044-966-3443 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所・生
年月日のわかるもの）

1000円

044-911-1274
（本館）

044-911-7138
（生田分館）

連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

東京医科歯科大学 国 03-5803-5596 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

東京芸術大学 国 050-5525-2428 無料

東京工業大学 国 03-5734-2097 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

 台東区 ※ 館内閲覧のみ

 目黒区

※ 館内閲覧のみ
身分証明書（免許証・保険証など住所・年
齢の確認できるもの）、要所蔵確認、来館日
連絡

無料

■ 東京地方 所在地

 文京区 ※ 館内閲覧のみ

 神奈川県・藤沢市

 神奈川県・藤沢市

 神奈川県・川崎市

専修大学（生田） 私  神奈川県・川崎市

5000円

 神奈川県・平塚市

 神奈川県・横浜市

 神奈川県・伊勢原市 ※ 館内閲覧のみ

 神奈川県・茅ヶ崎市

神奈川大学 私 神奈川県 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所・年
齢のわかるもの）･証明写真1枚（3×2.5㎝）

 神奈川県・横浜市

 神奈川県・横浜市 ※ 館内閲覧のみ

 神奈川県・厚木市 ※ 館内閲覧のみ

 神奈川県・厚木市

 栃木県・足利市

 栃木県・大田原市

 栃木県・下野市 ※ 館内閲覧のみ

 神奈川県・横浜市 ※ 館内閲覧のみ

 千葉県・東金市

 千葉県・市原市 ※ 館内閲覧のみ

 千葉県・浦安市

 千葉県・柏市

 栃木県・宇都宮市

 千葉県・習志野市 ※ 館内閲覧のみ

 千葉県・船橋市 ※ 館内閲覧のみ

 千葉県・松戸市

 千葉県・勝浦市 ※ 館内閲覧のみ

https://www.cit.nihon-u.ac.jp/lib/
https://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
https://lib.rku.ac.jp/
http://www.budo-u.ac.jp/campuslife/library/
http://library.jiu.ac.jp/
http://tosho.thu.ac.jp/chiba/index.html
https://opac-ura.meikai.ac.jp/
https://opac.nishogakusha-u.ac.jp/drupal/
http://www.sakushin-u.ac.jp/library/
http://www2.ashitech.ac.jp/library/index.html
https://www.iuhw.ac.jp/library/
http://www.jichi.ac.jp/toshokan/
http://ufinity.toin.ac.jp/
http://library.shodai.ac.jp/index.html
https://www.kokugakuin.ac.jp/student/lifesupport/library
http://www.t-kougei.ac.jp/library/
https://www-std01.ufinity.jp/kaitlibrary/?page_id=65
http://www.kanagawa-u.ac.jp/library/
https://library.time.u-tokai.ac.jp/
https://kgulibrary.kanto-gakuin.ac.jp/
https://www.sanno.ac.jp/undergraduate/library/shonan/
http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/lib/slib/index.htm
http://lib.shonan-it.ac.jp/library/index.html
https://brslib.nihon-u.ac.jp/opac/opac_search/
https://brslib.nihon-u.ac.jp/opac/opac_search/
https://library.dcu.ac.jp/drupal/
https://www.senshu-u.ac.jp/library/information/guide/
https://www01s.ufinity.jp/tmdu_lib/
http://www.lib.geidai.ac.jp/
http://www.libra.titech.ac.jp/welcome.php
https://www.senshu-u.ac.jp/library/information/guide/
http://www.kanagawa-u.ac.jp/library/


東京海洋大学 国 03-5463-0444 10冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

東京学芸大学 国 042-329-7223 6冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

東京農工大学 国 042-388-7169 無料

一橋大学 国 042-580-8237
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

東京外国語大学 国 042-330-5195
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）※要事前連絡

無料

電気通信大学 国 042-443-5128 無料

東京都立大学 公 042-677-2404 3冊 14日
身分証明書（住所・勤務先か通学先のわか
るもの）

300円

大東文化大学 私 03-5399-7332
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

武蔵大学 私 03-5984-3719

専修大学（神田） 私 03-3265-8339
身分証明書（免許証・保険証など住所・年
齢の確認できるもの）･要紹介状・所蔵確認、
来館日連絡

無料

二松学舎大学(九段) 私 03-3263-6364
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

法政大学(市ヶ谷) 03-3264-9514 10冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所・年
齢の確認できるもの）･千代田区立図書館貸
出券

1000円

法政大学(多摩) 042-783-2264 10冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 1000円

法政大学(小金井) 042-387-6066 10冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 1000円

法政大学大原社会問
題研究所

私 042-783-2305 5冊 21日
身分証明書（免許証・保険証など）※事前
予約制

無料

工学院大学（新宿） 私 03-3340-0878 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

目白大学（新宿） 私 03-5996-3140 5冊 14日
※新宿区民対象。区立図書館で手続き後、
本館ｶｳﾝﾀｰにて登録

3000円

国士舘大学 私 03-5481-3216 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

1000円

駒澤大学 私 03-3418-9165 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 1000円

日本大学（文理） 私 03-5317-8646
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

日本体育大学 私 03-5706-0906 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

高千穂大学 私 03-3313-0147 5冊 14日
身分証明書（免許証など）※杉並区在住の
み

1000円

立正大学 私 03-3492-6615
身分証明書（免許証・保険証など）※要公
共図書館紹介状

無料

日本赤十字看護大学 私 03-3409-0633 写真付身分証明書（免許証・保険証など） 無料

日本社会事業大学 私 042-496-3030 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 3000円

明治薬科大学 私 042-495-8605 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

桐朋学園大学 私 03-3307-4854 無制限 即日
身分証明書（顔写真付で現住所を確認でき
るもの）※要事前予約

無料

帝京大学 私 042-678-3315 5冊 14日 身分証明書（住所・勤務先のわかるもの） 500円

拓殖大学 私 042-665-1483 10冊 14日
顔写真1枚（3×4㎝）・身分証明書（免許
証・保険証など住所･年齢の確認できるもの）
登録期間:2～3月

1000円

東京工科大学 私
042-637-2033
03-3732-8417

身分証明書（免許証・保険証など） 無料

杏林大学 私 0422-47-8066 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
わかるもの）

1500円

中央大学 私 042-674-2511
身分証明書（免許証・保険証など住所・年
齢の確認できるもの）･公共図書館の利用証

無料

 八王子市

 八王子市

 八王子市/大田区 ※ 館内閲覧のみ

 三鷹市（井の頭）

 八王子市 ※ 館内閲覧のみ

 渋谷区 ※ 館内閲覧のみ

 清瀬市

 清瀬市 ※ 館内閲覧のみ

 調布市

 世田谷区 ※ 館内閲覧のみ

 世田谷区

 杉並区

 品川区 ※ 館内閲覧のみ

 町田市

 新宿区 ※ 館内閲覧のみ

 新宿区

 世田谷区

 世田谷区

 千代田区 ※ 館内閲覧のみ

 千代田区 ※ 館内閲覧のみ

私

 千代田区

 町田市

 小金井市

 八王子市

 板橋区 ※ 館内閲覧のみ

 練馬区
公共図書館に所蔵のな
い資料のみ

お近くの公共図書館にお問い合わせの上、（公共図書館発行
の紹介状）（氏名が確認できるもの）

 国立市 ※ 館内閲覧のみ

 府中市 ※ 館内閲覧のみ

 調布市 ※ 館内閲覧のみ

 港区

 小金井市

 小金井市 ※ 館内閲覧のみ

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/
https://lib.u-gakugei.ac.jp/
http://web.tuat.ac.jp/~biblio/
http://www.lib.hit-u.ac.jp/
http://www.tufs.ac.jp/library/index-j.html
http://www.lib.uec.ac.jp/
http://www.lib.tmu.ac.jp/
http://www.daito.ac.jp/research/library/
http://www.musashi.ac.jp/library/
https://www.senshu-u.ac.jp/library/information/about/kanda.html
https://opac.nishogakusha-u.ac.jp/drupal/
http://www.hosei.ac.jp/library/service/gakugai/chiyoda.html
http://www.hosei.ac.jp/library/service/gakugai/tama.html
http://www.hosei.ac.jp/library/service/gakugai/koganei.html
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/guide/guide-library/
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/guide/guide-library/
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/guide/guide-library/
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/guide/guide-library/
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/guide/guide-library/
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/guide/guide-library/
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/guide/guide-library/
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/guide/guide-library/
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/guide/guide-library/
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/guide/guide-library/
https://library.kogakuin.ac.jp/
http://www.mejiro.ac.jp/library/shinjuku/
https://www.kokushikan.ac.jp/education/library/
http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/library/
https://chs.nihon-u.ac.jp/campus-life/kyogaku-s/library/guide/
http://library.nittai.ac.jp/
http://www.takachiho.jp/lib
http://www.ris.ac.jp/library/
https://www.redcross.ac.jp/research/library/
http://www.jcsw.ac.jp/facilities/library/index.html
https://kensaku.my-pharm.ac.jp/drupal/
http://www.toho-lib.com/
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos.html
http://www.takushoku-u.ac.jp/library/
http://www.teu.ac.jp/lib/
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/center/library/
https://www.chuo-u.ac.jp/library/


桜美林大学 私 042-797-1426 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所・年
齢の確認できるもの）

1000円

和光大学 私 044-989-7494 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

1000円

ルーテル学院大学 私 0422-31-4814
身分証明書（免許証・保険証など）※要事
前連絡

無料

嘉悦大学 私 042-466-1763 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

無料

亜細亜大学 私 0422-36-3281
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）・証明写真（3.5×3.5cm）

3000円

連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

新潟大学 国 025-262-6221 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

上越教育大学 国 025-521-3607 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

長岡技術科学大学 国 0258-47-9262 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など）※要事
前予約

無料

山梨大学 国 055-220-8066 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

山梨大学(医学部) 国 055-273-9357 3冊 7日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

信州大学 国 0263-37-2172 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

新潟県立看護大学 公 025-526-1169 3冊 14日
身分証明書（住所・勤務先のわかるもの）※
要事前予約

無料

山梨県立大学 公 055-224-5340 3冊 14日 身分証明書（住所・勤務先のわかるもの） 無料

都留文科大学 公 0554-43-4341 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）都留市立図書館利用者カード

無料

長野県看護大学 公 0265-81-5128 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

公立諏訪東京理科大
学

公 0266-73-1356 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

新潟青陵大学 私 025-266-9880 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
確認できるもの）

500円

新潟国際情報大学 私 025-239-3760 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

200円

新潟医療福祉大学 私 025-257-4503 3冊 7日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

新潟薬科大学 私 0250-25-5251 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

新潟産業大学 私 0257-24-8435 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

新潟工科大学 私 0257-22-8177 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

新潟経営大学 私 0256-53-4522 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

敬和学園大学 私 0254-26-2591 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

長岡造形大学 私 0258-21-3361 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

山梨学院大学 私 055-224-1250 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

山梨英和大学 私 055-223-6030 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

帝京科学大学 私 0554-63-6914 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

健康科学大学 私 0555-83-5216 2冊 14日

身延山大学 私 0556-62-9507 3冊 30日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

長野大学 私 0268-39-0005 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

松本大学 私 0263-48-7206 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

 長野県・上田市

 長野県・松本市 ※ 館内閲覧のみ

 山梨県・甲府市

 山梨県・甲府市

 山梨県・上野原市

 山梨県・富士河口湖町
身分証明書（免許証・保険証など住所の確認できるもの）
※初回要事前連絡

 山梨県・身延町

 新潟県・柏崎市

 新潟県・加茂市 ※ 館内閲覧のみ

 新潟県・新発田市

 新潟県・長岡市 ※ 館内閲覧のみ

 長野県・茅野市

 新潟県・新潟市

 新潟県・新潟市

 新潟県・新潟市

 新潟県・新潟市

 新潟県・柏崎市

 山梨県・中央市

 長野県・松本市他

 新潟県・上越市

 山梨県・甲府市

 山梨県・都留市

 長野県・駒ヶ根市

■ 甲信越地方 所在地

 新潟県・新潟市

 新潟県・上越市

 新潟県・長岡市

 山梨県・甲府市

 町田市

 町田市

 三鷹市 ※ 館内閲覧のみ

 小平市

 武蔵野市 ※ 館内閲覧のみ

http://www.obirin.ac.jp/library/
http://www.wako.ac.jp/library/
http://www.luther.ac.jp/library/
http://imc.kaetsu.ac.jp/
http://www.asia-u.ac.jp/lib/
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/
http://www.lib.juen.ac.jp/
http://lib.nagaokaut.ac.jp/
http://lib.yamanashi.ac.jp/
http://www.lib.yamanashi.ac.jp/igaku/
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/
http://lib.niigata-cn.ac.jp/
https://www.yamanashi-ken.ac.jp/library/
https://www.tsuru.ac.jp/site/library/
http://www.nagano-nurs.ac.jp/library/index.html
https://www.sus.ac.jp/library/
https://www.sus.ac.jp/library/
http://www.n-seiryo.ac.jp/library/index.html
https://cc.nuis.ac.jp/library/
https://lib.nuhw.ac.jp/#gsc.tab=0
http://nupalsopac.nupals.ac.jp/
http://www.nsu.ac.jp/library/
http://www.niit.ac.jp/info/support/library_index.html
http://www.niigataum.ac.jp/library/
http://lib.keiwa-c.ac.jp/opac4/opac/Top
http://www.nagaoka-id.ac.jp/equipment/library/
http://www.ygu.ac.jp/lib/
https://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/guide/campus/libra/
http://www.ntu.ac.jp/library/
http://www.kenkoudai.ac.jp/library/
http://www.min.jp/library/
http://www.nagano.ac.jp/outline/facilities/library/index.html
http://www.matsumoto-u.ac.jp/general/support/library/


連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

富山大学 国 076-445-6898 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

北陸先端科学技術大
学院大学

国 0761-51-1191 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

福井大学 0776-27-8966 3冊 7日 身分証明書（住所・勤務先のわかるもの） 無料

福井大学（医学部） 0776-61-3100 2冊 7日 身分証明書（住所・勤務先のわかるもの） 無料

富山県立大学 公 0766-56-7500 5冊 7日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

金沢美術工芸大学 公 076-262-3504 2冊 7日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

石川県立大学 公 076-227-7421 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

石川県立看護大学 公 076-281-8321 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

福井県立大学 公 0776-61-6000 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

富山国際大学 私 076-483-8002 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

高岡法科大学 私 0766-63-3388 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

金沢学院大学 私 076-229-8877 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

金沢星稜大学 私 076-253-3983 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

北陸大学 私 076-229-3021 5冊 14日 身分証明書（免許証など） 無料

福井工業大学 私 0776-29-7870 5冊 14日
身分証明書（現住所の確認できるもの）・印
鑑

無料

仁愛大学 私 0778-27-8650
越前市立図書館経由貸出は越前市立図書
館利用カード、身分証明書（免許証・学生証
等）

無料

連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

岐阜大学 国 058-293-2191 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

静岡市 054-238-4479

浜松市 053-478-1391

浜松医科大学 国 053-435-2173 無料

名古屋大学（中央） 国 052-789-3678 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

名古屋工業大学 国 052-735-5100 3冊 14日
身分証明書（顔写真、現住所が確認できる
もの）、Felica対応のカード（交通系プリペイド
カードなど）または機器

無料

愛知教育大学 国 0566-26-2687 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

豊橋技術科学大学 国 0532-44-6564 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

三重大学 国 059-231-9089 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

岐阜県立看護大学 公 058-397-2304 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

情報科学芸術大学院
大学

公 0584-75-6803 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

静岡県立大学 公 054-264-5801 3冊 14日
現住所、生年月日の確認できる身分証明書
（免許証・保険証など）

無料

名古屋市立大学 公
052-872-5761　（他

3）
3冊 14日

身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

愛知県立大学 公 0561-76-8841 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

※ 館内閲覧のみ

 岐阜県・大垣市

 静岡県・静岡市

 愛知県・名古屋市

 愛知県・長久手市

 愛知県・名古屋市

 愛知県・名古屋市

 愛知県・刈谷市

 愛知県・豊橋市

 三重県・津市

 岐阜県・羽島市

3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など。現住所
が記載されていないものの場合、＋本人宛郵
便物）

無料

 静岡県・浜松市 ※ 館内閲覧のみ

■　東海地方 所在地

 岐阜県・岐阜市

静岡大学 国  静岡県

※ 館内閲覧のみ

 石川県・金沢市

 石川県・金沢市

 福井県・福井市

 福井県・越前市
※館内閲覧のみ
(市立図書館経由で5
冊14日貸出可)

 石川県・野々市市

 石川県・かほく市

 福井県・永平寺町

 富山県・富山市

 富山県・高岡市

 石川県・金沢市

 石川県・能美市

国

 福井県・福井市

 福井県・永平寺町

 富山県・射水市

 石川県・金沢市

■ 北陸地方 所在地

 富山県・富山市

http://www.lib.u-toyama.ac.jp/
http://www.jaist.ac.jp/library/general/
http://www.jaist.ac.jp/library/general/
http://www.jaist.ac.jp/library/general/
http://www.jaist.ac.jp/library/general/
http://www.jaist.ac.jp/library/general/
http://www.jaist.ac.jp/library/general/
http://www.jaist.ac.jp/library/general/
http://www.jaist.ac.jp/library/general/
http://www.jaist.ac.jp/library/general/
http://www.jaist.ac.jp/library/general/
http://www.flib.u-fukui.ac.jp/
http://www.flib.u-fukui.ac.jp/
http://www.pu-toyama.ac.jp/library/
https://www-std01.ufinity.jp/kanabi/?page_id=13
http://www.ishikawa-pu.ac.jp/research/library/
http://www.ishikawa-nu.ac.jp/library/
https://lib.fpu.ac.jp/library/
http://www.tuins.ac.jp/library/index.html
https://www2.takaoka.ac.jp/library/
http://library.kanazawa-gu.ac.jp/
http://media.seiryo-u.ac.jp/index.html
http://www.hokuriku-u.ac.jp/about/campus/library/
http://www.fukui-ut.ac.jp/library/
http://www.jindai.ac.jp/lib/
https://www1.gifu-u.ac.jp/~gulib/guide/gaigui.html
http://www.lib.shizuoka.ac.jp/
http://www.hama-med.ac.jp/toshokan.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/index.html
https://www.lib.nitech.ac.jp/
http://www.auelib.aichi-edu.ac.jp/index.html
http://www.lib.tut.ac.jp/
http://www.lib.mie-u.ac.jp/
http://www.gifu-cn.ac.jp/library/
http://www.iamas.ac.jp/lib/
http://www.iamas.ac.jp/lib/
http://www.iamas.ac.jp/lib/
http://www.iamas.ac.jp/lib/
http://www.iamas.ac.jp/lib/
http://www.iamas.ac.jp/lib/
http://www.iamas.ac.jp/lib/
http://www.iamas.ac.jp/lib/
http://www.iamas.ac.jp/lib/
http://www.iamas.ac.jp/lib/
http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/library/index.html
https://www.nagoya-cu.ac.jp/affiliate/library/
http://www.aichi-pu.ac.jp/library/index.html
http://www.lib.shizuoka.ac.jp/


愛知県立芸術大学 公 0561-76-2963
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

三重県立看護大学 公 059-233-5608 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

058-279-6416
羽島

058-278-0729
岐阜

朝日大学 私 058-329-1051 3冊 14日
顔写真（3×3㎝）・身分証明書（免許証・保
険証など住所の確認できるもの）

無料

岐阜協立大学 私 0584-77-3527 10冊 14日 写真付身分証明書（免許証・保険証など） 100円

中京学院大学（中津
川）

中津川市 0573-66-3121 5冊 7日 身分証明書（免許証・保険証など）

中京学院大学（瑞浪） 瑞浪市 0572-68-4584 5冊 7日 身分証明書（免許証・保険証など）

関市 0575-24-2243

各務原市  058-375-3607

東海学院大学 私 058-389-2969 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

静岡英和学院大学 私 054-264-8875 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

054-297-6136 ？冊 ？日
身分証明書（免許証・保険証など）写真(2.6
×2.2㎝)

500円

054-261-4499 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

054-297-3221 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

053-428-7732 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

静岡文化芸術大学 私 053-457-6124 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

1000円

浜松学院大学 私 053-450-7001 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 500円

磐田市 0538-36-8844 3冊 14日

藤枝市 054-646-5441 5冊 14日

静岡福祉大学 私 054-623-7452 10冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

静岡理工科大学 私 0538-45-0231 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

名古屋市 052-835-7235

豊田市 0565-46-1246

名城大学 私 052-838-2093 2冊 14日
証明写真（3.5×3㎝）・身分証明書（免許
証・保険証など住所の確認できるもの）

無料

名古屋市 052-564-6115

豊橋市 0532-47-4181

大同大学 私 052-612-6873 3冊 7日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

南山大学 私 052-832-3707 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

東海学園大学 私 052-801-1528 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

同朋学園大学 私 052-411-1951 3冊 15日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

2000円

愛知東邦大学 私 052-782-1243 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

名古屋芸術大学 私 0568-26-3121 3冊 14日
北名古屋市立図書館利用券・身分証明書
（免許証・保険証など）

無料

名古屋経済大学 私 0568-67-3798 5冊 14日
証明写真（3.5×3㎝）・印鑑・身分証明書
（免許証・保険証など）

1000円

 愛知県・名古屋市

 愛知県・名古屋市

 愛知県・名古屋市

 愛知県・名古屋市

 愛知県・名古屋市

 愛知県・北名古屋市

 愛知県・名古屋市

愛知大学 私  愛知県 5冊 15日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

 愛知県・犬山市

無料

 静岡県・焼津市

 静岡県・袋井市

中京大学 私  愛知県 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

 静岡県・浜松市
浜松

※ 館内閲覧のみ

 静岡県・浜松市

 静岡県・浜松市

静岡産業大学 私  静岡県

700円

 岐阜県・各務原市

 静岡県・静岡市 ※ 館内閲覧のみ

常葉大学 私

 静岡県・静岡市
草薙

 静岡県・静岡市
瀬名

 静岡県・静岡市
水落

※ 館内閲覧のみ

中部学院大学 私  岐阜県 5冊 15日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

身分証明書（免許証・保険証など）

身分証明書（免許証・保険証など） 無料

 岐阜県・瑞穂市

 岐阜県・大垣市

私  岐阜県
無料

 三重県・津市

岐阜聖徳学園大学 私  岐阜県・岐阜市 5冊 14日

 愛知県・長久手市 ※ 館内閲覧のみ

http://aigei-library.blogspot.jp/
http://www.mcn.ac.jp/library
http://www.shotoku.ac.jp/facilities/library/index.php
http://www.asahi-u.ac.jp/library/
https://www.gku.ac.jp/library/guidance_ippan.html
http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/library/nakatsugawa-lib/index.html
http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/library/nakatsugawa-lib/index.html
http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/library/mizunami-lib/index.html
http://web3.chubu-gu.ac.jp/library/
http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/cooperation/library/
http://www.shizuoka-eiwa.ac.jp/life/facilities/library/
https://www.tokoha-u.ac.jp/library/
https://www.tokoha-u.ac.jp/library/
https://www.tokoha-u.ac.jp/library/
http://www.suac.ac.jp/library/
https://libweb.hamagaku.ac.jp/drupal/
https://www.ssu.ac.jp/library/
http://www.suw.ac.jp/link/library.html
https://www.sist.ac.jp/about/facility/lib/index.html
http://www.chukyo-u.ac.jp/research_2/library/index.html
https://tosho.meijo-u.ac.jp/library/
http://library.aichi-u.ac.jp/
https://www.daido-it.ac.jp/~library/home/
http://office.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/guide/12riyouannai.pdf
http://www.tokaigakuen-u.ac.jp/lib/index.html
http://lib.doho.ac.jp/
https://sites.google.com/aichi-toho.ac.jp/lcc/
https://lib-e.nua.ac.jp/
http://wwwopac.nagoya-ku.ac.jp/
http://library.aichi-u.ac.jp/
http://www.chukyo-u.ac.jp/research_2/library/index.html
https://www.ssu.ac.jp/library/
https://www.tokoha-u.ac.jp/library/
http://web3.chubu-gu.ac.jp/library/
http://www.shotoku.ac.jp/facilities/library/index.php


中部大学 私 0568-51-4437 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

名古屋市 052-678-4092

瀬戸市 0561-42-0352

愛知学泉大学 私 0565-35-7097 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

豊橋創造大学 私 050-2017-2105 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

知多郡
(美浜本館)

0569-87-2325

半田市 0569-20-0121

東海市 0562-39-3817

名古屋産業大学 私 0561-55-3081 5冊 15日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

愛知工科大学 私 0533-68-1135 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

愛知医科大学 私 0561-62-3311 2冊 7日
身分証明書（診察券・免許証・保険証など
住所の確認できるもの）

無料

 愛知県・日進市 0561-73-1111

052-751-2561

名古屋外国語大学・
名古屋学芸大学

私 0561-75-1726
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

豊田市 0565-48-8121

名古屋市 052-757-0810

愛知文教大学 私 0568-78-2211 3冊 28日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

名古屋造形大学 私 052-908-1630 3冊 15日
小牧市立図書館貸出券・身分証明書（免
許証・保険証など）

無料

鈴鹿医療科学大学 私 059-383-8991 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

鈴鹿大学 私 059-372-2121 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

四日市大学 私 059-365-6712 10冊 14日
証明写真（2.5×2㎝）・身分証明書（免許
証・保険証など）

無料

皇學館大学 私 0596-22-6322
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

京都大学 国 075-753-2632 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

京都教育大学 国 075-644-8179 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

京都工芸繊維大学 国 075-724-7191 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

彦根市 0749-27-1027

大津市 077-537-7710

滋賀医科大学 国 077-548-2080 無料

奈良教育大学 国 0742-27-9137 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

奈良先端科学技術大
学院大学

国 0743-72-5095
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

大阪大学 国 06-6850-5067 4冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

072-978-3782 無料

06-6775-6649 無料

身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）※要事前連絡

 大阪府・大阪市(分館)

 大阪府・豊中市(総合)

大阪教育大学 国

 大阪府・柏原市（本館 ）
3冊

和書14日
洋書1ｹ月

身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）・写真（3×2.5㎝）

無料

 滋賀県・大津市 ※ 館内閲覧のみ

 奈良県・奈良市

 奈良県・生駒市 ※ 館内閲覧のみ

 京都府・京都市

 京都府・京都市 ※ 館内閲覧のみ

滋賀大学 国  滋賀県 2冊 14日

 三重県・伊勢市 ※ 館内閲覧のみ

■ 近畿地方 所在地

 京都府・京都市 ※ 館内閲覧のみ

 愛知県・小牧市

 愛知県・名古屋市

 三重県・鈴鹿市

 三重県・鈴鹿市

 三重県・四日市市

1100円
愛知県・名古屋市
(歯学・薬学)

 愛知県・日進市 ※ 館内閲覧のみ

愛知工業大学 私  愛知県 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など）

身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの、マイナンバーカードを除く）

無料

 愛知県・尾張旭市

 愛知県・蒲郡市

 愛知県・長久手市

愛知学院大学 私 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など）

500円

14日
身分証明書（免許証・保険証など住所の確
認できるもの）

無料

 愛知県・豊田市

 愛知県・豊橋市

日本福祉大学 私  愛知県 5冊 14日

 愛知県・春日井市

名古屋学院大学 私  愛知県 5冊

http://www.bliss.chubu.ac.jp/index.html
http://www.ngu.jp/library/index.html
https://www.gakusen.ac.jp/t/library/guidet.html
http://www.sozo.ac.jp/slic/index.php
http://library.n-fukushi.ac.jp/library/
http://library.n-fukushi.ac.jp/library/
http://www.nagoya-su.ac.jp/library/usage-guide-citizen/
https://www.aut.ac.jp/library/guide/
http://www.aichi-med-u.ac.jp/su24/index.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/index.html
http://library.nakanishi.ac.jp/
http://library.nakanishi.ac.jp/
http://library.nakanishi.ac.jp/
http://library.nakanishi.ac.jp/
http://library.nakanishi.ac.jp/
http://library.nakanishi.ac.jp/
http://library.nakanishi.ac.jp/
http://library.nakanishi.ac.jp/
http://library.nakanishi.ac.jp/
http://library.nakanishi.ac.jp/
https://library.aitech.ac.jp/
http://www.abu.ac.jp/library/
http://www.nzu.ac.jp/~lib/
http://www.suzuka-u.ac.jp/lib/index.html
https://www.suzuka.ac.jp/library/
https://library.yokkaichi-u.ac.jp/
http://www.kogakkan-u.ac.jp/html/library/p01.php
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/
http://lib1.kyokyo-u.ac.jp/
http://www.lib.kit.ac.jp/
http://www.shiga-u.ac.jp/library/
http://www.shiga-med.ac.jp/library/
https://libwww.nara-edu.ac.jp/drupal/?q=node/60
https://library.naist.jp/portal/drupal/
https://library.naist.jp/portal/drupal/
https://library.naist.jp/portal/drupal/
https://library.naist.jp/portal/drupal/
https://library.naist.jp/portal/drupal/
https://library.naist.jp/portal/drupal/
https://library.naist.jp/portal/drupal/
https://library.naist.jp/portal/drupal/
https://library.naist.jp/portal/drupal/
https://library.naist.jp/portal/drupal/
http://www.library.osaka-u.ac.jp/
http://www.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/
http://www.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/
http://www.shiga-u.ac.jp/library/
https://library.aitech.ac.jp/
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/index.html
http://library.n-fukushi.ac.jp/library/
http://www.ngu.jp/library/index.html


兵庫教育大学 国 0795-44-2062 5冊 21日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

初年度のみ
510円

神戸大学 国 078-803-7351 3冊 14日
証明写真（3×2.4㎝）・身分証明書（免許
証・保険証など住所のわかるもの）

無料

和歌山大学 国 073-457-7915 5冊 1ヶ月
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

京都府立大学 公 075-703-5130 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

京都市立芸術大学 公 075-334-2233
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

京都府立医科大学 公 075-212-5403 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

滋賀県立大学 公 0749-28-8231 5冊 21日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

新規・再発行
700円

奈良県立大学 公 0742-93-5294 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

奈良県立医科大学 公 0744-23-9981
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

06-6605-3240 5冊 14日
2000円
（2年間）

06-6645-3491
2000円

（２年間 ）

大阪府立大学 公 072-254-9152 5冊 14日
身分証明書（現住所・勤務先か通学先のわ
かるもの）

無料

神戸市外国語大学 公 078-794-8153 5冊 14日
身分証明書（市内在住（在勤）と年齢が確認
できるもの）

500円

神戸市看護大学 公 078-794-8090 身分証明書（住所・勤務先のわかるもの） 無料

兵庫県立大学 公 078-794-5394
身分証明書（免許証・保険証など県内在住
(在勤)、年齢が確認できるもの）

無料

大谷大学 私 075-411-8123 5冊 14日
返信FAXか返信メ－ルを印刷したもの・身分
証明書（免許証・保健証など）　 ※利用登
録をせず閲覧希望のみの場合、要事前連絡

3000円※初年
度のみ4000円

立命館大学（衣笠） 私 075-465-8217 3冊 14日
写真(2.5×3cm）・身分証明書（免許証・保
険証など住所のわかるもの）

3,000円(半期
1,500円)

京都外国語大学 私 075-322-6030 6冊 14日

証明写真（3×3㎝、裏面に氏名記入）・印
鑑・定形封筒（84円切手貼付、住所・氏名
記入）・身分証明書（免許証・保険証など住
所のわかるもの）

3000円

京都産業大学 私 075-705-1446
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

300円

京都芸術大学 私 075-791-9122
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

2000円

京都橘大学 私 075-574-4147 3冊 14日

証明写真２枚（3×2.5㎝、裏面に氏名記
入）・印鑑・返信用封筒（84円切手貼付）・
身分証明書（免許証・保険証など生年月
日・住所のわかるもの）

3000円

佛教大学 私 075-491-2141 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

種智院大学 私 075-604-5600
身分証（運転免許証・健康保険証・住民票
など住所のわかるもの）・写真2枚（4×3cm）
84円切手1枚・申請書

無料

京都先端科学大学 私 0771-29-2292 3冊 14日
印鑑・身分証明書（免許証・保険証など住
所のわかるもの）

無料

身分証明書（免許証・保険証など） 無料

5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など）・印鑑・
写真（3×2.5㎝裏面に氏名記入）

2000円

びわこ成蹊スポーツ
大学

私 077-596-8445 ※要事前申込 無料

成安造形大学 私 077-574-2111 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

立命館大学（びわこく
さつ）

私 077-561-3943 3冊 14日
写真（3×2.5㎝）・身分証明書（免許証・保
険証など住所のわかるもの）

3,000円(半期
1,500円)

 滋賀県・大津市

 滋賀県・草津市

京都文教大学 私  京都府・宇治市 0774-25-2489

※ 館内閲覧のみ

 滋賀県・大津市 ※ 館内閲覧のみ

 京都府・京都市

 京都府・京都市 ※ 館内閲覧のみ

 京都府・京都市 ※ 館内閲覧のみ

 京都府・亀岡市

 京都府・京都市

 京都府・京都市

 京都府・京都市

 京都府・京都市 ※ 館内閲覧のみ

 京都府・京都市 ※ 館内閲覧のみ

 大阪府・堺市

 兵庫県・神戸市

 兵庫県・神戸市 ※ 館内閲覧のみ

 兵庫県・神戸市他
3冊14日 (※明石は閲

覧のみ)

 奈良県・橿原市
※ 館内閲覧のみ
(闘病記コーナーの図書
のみ5冊14日)

大阪市立大学 公

 大阪府・大阪市（本館）

身分証明書（住所・勤務先がわかるもの）
 大阪府・大阪市
　　　(医学分館)

※ 館内閲覧のみ

 京都府・京都市 ※ 館内閲覧のみ

 京都府・京都市 ※ 館内閲覧のみ

 滋賀県・彦根市

 奈良県・奈良市

 兵庫県・加東市

 兵庫県・神戸市

 和歌山県・和歌山市

 京都府・京都市 ※ 館内閲覧のみ

https://opac.hyogo-u.ac.jp/drupal/
https://lib.kobe-u.ac.jp/
http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/
http://cocktail.kpu.ac.jp/toshokan/toshokan.html
http://libmuse.kcua.ac.jp/lib/
http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/library/
https://www.lib.usp.ac.jp/drupal/
http://www.narapu.ac.jp/library/
http://www.naramed-u.ac.jp/library/
http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp/
http://www.osakafu-u.ac.jp/library/
http://www.kobe-cufs.ac.jp/library/index.html
http://www.kobe-ccn.ac.jp/library/
http://lib.laic.u-hyogo.ac.jp/
http://www.otani.ac.jp/kyo_kikan/library/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.kufs.ac.jp/toshokan/
http://www.kyoto-su.ac.jp/lib/
https://www.kyoto-art.ac.jp/info/facility/library/acic/
http://www.tachibana-u.ac.jp/library/index.html
http://www.bukkyo-u.ac.jp/facilities/library/
http://www.shuchiin.ac.jp/about/libe.html
https://www.kuas.ac.jp/about/facility/library
http://www.kbu.ac.jp/kbu/library/riyo-annai/gakugai-sotugyou/riyo-ippann.htm
http://biwako-seikei.jp/education/library/
http://biwako-seikei.jp/education/library/
http://biwako-seikei.jp/education/library/
http://biwako-seikei.jp/education/library/
http://biwako-seikei.jp/education/library/
http://biwako-seikei.jp/education/library/
http://biwako-seikei.jp/education/library/
http://biwako-seikei.jp/education/library/
http://biwako-seikei.jp/education/library/
http://biwako-seikei.jp/education/library/
http://www.seian.ac.jp/about/library/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
http://www.kbu.ac.jp/kbu/library/riyo-annai/gakugai-sotugyou/riyo-ippann.htm
http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp/


聖泉大学 私 0749-43-7513 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

長浜バイオ大学 私 0749-64-8135 5冊 14日
カラー証明写真（2.5×2㎝）・身分証明書（免
許証・保険証など住所のわかるもの）

500円

近畿大学（農学部） 私 0742-43-1639 ※要事前連絡 無料

奈良大学 私 0742-41-9507
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

0742-48-9691
東生駒キャンパス

0742-41-4768
学園前キャンパス

畿央大学 私 0745-54-1601 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

奈良学園大学 私 0745-73-6201 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

桃山学院大学 私 0725-54-3131 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）３月のみ受付

2000円

追手門学院大学 私 072-641-9640 5冊 14日 ※要事前問い合わせ 無料

06-6954-4108

072-866-5312

大阪経済大学 私 06-6328-2431 5冊 14日
春季と秋季の年２回・（免許証・保険証など
現住所のわかるもの)

1,000円

相愛大学 私 06-6612-5931 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所と
年齢のわかるもの）

通期1000円

072-839-9111

 大阪府・枚方市 072-866-3101

大阪商業大学 私 06-6781-5280 5冊 14日
証明写真(4×3cm)・身分証明書（免許証・
保険証など現住所のわかるもの）

1000円

近畿大学 私 06-4307-3089 3冊 15日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
わかるもの）

6000円

大阪国際大学 私 06-6907-4323
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
わかるもの）

無料

阪南大学 私 072-332-1224 5冊 14日
証明写真（3×4㎝）・身分証明書（免許証・
保険証など現住所のわかるもの）・利用登録
票

1000円

大阪経済法科大学 私 072-920-7081 3冊 14日
証明写真（3×2.5㎝）・身分証明書（免許
証・保険証など現住所のわかるもの）
3月・9月のみ受付

1000円

大阪学院大学 私 06-6381-8434 3冊 14日

身分証明書（免許証・保険証など住所・市
内在勤・年齢を確認できるもの）・宛先明記・
必要な郵便切手を貼付した大学指定封筒
4月・9月のみ受付

通年3000円、
半期1500円

関西福祉科学大学 私 072-978-0644 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など）・利用願 無料

大阪観光大学 私 072-453-8222
身分証明書（免許証・保険証など）・写真２
枚（3×3㎝）

無料

神戸学院大学 私 078-974-4584 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など現住所の
わかるもの）・写真２枚（3×2.4㎝）・返信用封
筒（宛先明記、84円切手線貼付）

通年4000円、
半期2000円

流通科学大学 私 078-794-2130 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 3140円

神戸芸術工科大学 私 078-794-5045 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 1000円

甲南大学 私 078-431-4341 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など在住･在
勤のわかるもの）※定員有り(説明会は３月）

3000円

神戸薬科大学 私 078-441-7512 10冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など）※要事
前連絡

無料

0798-32-5015

06-6941-7083

3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

大阪府・大阪市

 兵庫県・神戸市

 兵庫県・神戸市

 兵庫県・神戸市

 兵庫県・神戸市

 兵庫県・神戸市

大手前大学 私

 兵庫県・西宮市
(さくら)

 大阪府・松原市

 大阪府・八尾市

 大阪府・吹田市

 大阪府・柏原市

 大阪府・熊取町 ※ 館内閲覧のみ

証明写真２枚（2.5×3㎝）・身分証明書（免
許証・保険証など現住所のわかるもの）・印鑑

1000円

 大阪府・東大阪市

 大阪府・東大阪市

 大阪府・守口市 ※ 館内閲覧のみ

証明写真２枚（3×2.5㎝）・印鑑・身分証明
書（免許証・保険証など現住所のわかるもの）
※3月は更新手続きのみ

1000円

 大阪府・枚方市(分館)

 大阪府・大阪市

 大阪府・大阪市

摂南大学 私

 大阪府・寝屋川市(本館)

3冊 14日

 大阪府・茨木市

大阪工業大学 私

 大阪府・大阪市（本館）

3冊 14日

印鑑・身分証明書（免許証・保険証など現
住所のわかるもの）→審査後、写真２枚（カ
ラー・2.5×2.5㎝）

3080円

 奈良県・広陵町 ※ 館内閲覧のみ

 奈良県・三郷町

 大阪府・和泉市

 奈良県・奈良市 ※ 館内閲覧のみ

帝塚山大学 私  奈良県・奈良市 3冊 14日

 滋賀県・彦根市

 滋賀県・長浜市

 奈良県・奈良市 ※ 館内閲覧のみ

http://www.seisen.ac.jp/library.html
https://nbio.opac.jp/opac/top
https://www.kindai.ac.jp/agriculture/about/facility/library/users-guide/
http://library.nara-u.ac.jp/
http://opac.tezukayama-u.ac.jp/lib/index.html
https://www.kio.ac.jp/library/
http://www.naragakuen-u.jp/library/
https://www.andrew.ac.jp/library/index.html
https://library.otemon.ac.jp/
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/
https://www.osaka-ue.ac.jp/research/library/information.html
http://www.soai.ac.jp/library/index.html
http://www.setsunan.ac.jp/sisetsu/tosho/
https://ouc.daishodai.ac.jp/lib/
https://www.clib.kindai.ac.jp/
https://opac.lib.oiu.ac.jp/drupal/
https://opac-lime.hannan-u.ac.jp/drupal/
http://www.keiho-u.ac.jp/campuslife/library/
http://www.osaka-gu.ac.jp/library/index.html
https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/profile/libraryabout.html
https://tourism.opac.jp/opac/top
http://opac.kobegakuin.ac.jp/?page_id=13
https://www.umds.ac.jp/library/
https://www.mlib.kobe-du.ac.jp/
http://www.konan-u.ac.jp/lib/
http://www.kobepharma-u.ac.jp/~library/
http://library.otemae.ac.jp/
http://library.otemae.ac.jp/
http://www.setsunan.ac.jp/sisetsu/tosho/
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/
http://opac.tezukayama-u.ac.jp/lib/index.html


姫路獨協大学 私 079-223-6506 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

関西国際大学 私 0794-84-3504 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 500円

関西学院大学 私
0798-54-6123
(西宮上ヶ原)

3冊 14日
証明写真（4×3㎝か4.5×3.5㎝）・84円切
手・身分証明書(免許証・保険証など住所の
わかるもの)※2/15～3/15・9/1～15受付

6600円（半期
3600円）

関西福祉大学 私 0791-46-2506 3冊 14日
印鑑・身分証明書（免許証・保険証など生
年月日・住所のわかるもの）

無料

甲子園大学 私 0797-87-8023
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

兵庫大学 私 079-427-9981 5冊 7日 身分証明書（保険証・免許証など） 500円

高野山大学 私 0736-56-3835 5冊 7日 写真付き身分証明書 無料

連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

鳥取大学 国 0857-31-5672 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

岡山大学（中央） 086-251-7318 5冊 14日

岡山大学（鹿田分館） 086-235-7053 2冊 14日

島根大学 国 0852-32-6086 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証(手書きで住所
記載したものは不可)など住所のわかるもの）

無料

広島大学 国 082-424-6214 8冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

山口大学 国 083-933-5182 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

公立鳥取環境大学 公 0857-38-6730 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

岡山県立大学 公 0866-94-2008 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

島根県立大学 公 0855-24-2205 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など年齢のわ
かるもの）

無料

県立広島大学 公 082-251-5179 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など市内在住
（在勤）を証明できるもの）

無料

広島市立大学 公 082-830-1508 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

尾道市立大学 公 0848-22-8311 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

山口県立大学 公 083-928-0522 無料

下関市立大学 公 083-252-1211 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

山口東京理科大学 公 0836-88-4512 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など市内在住
（在勤）を証明できるもの）

無料

周南公立大学 公 0834-28-5394 5冊 15日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

岡山商科大学 私 086-256-6657 3冊 14日 身分証明書（免許証等写真付きのもの） 無料

岡山理科大学 私 086-256-8625 30冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

就実大学 私 086-271-8135
身分証明書（免許証・保険証など現住所が
わかるもの）

無料

山陽学園大学 私 086-901-0637 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

岡山学院大学 私 086-428-2651 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

倉敷芸術科学大学 私 086-440-1181 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

くらしき作陽大学 私 086-523-0826 10冊 1ヵ月
印鑑・身分証明書（免許証・保険証など住
所の記載及び顔写真のあるもの）

無料

近畿大学（工学部） 私 082-426-3460 5冊 14日
証明写真（3×2.5㎝）・身分証明書（免許証
など住所のわかるもの）

2000円

広島経済大学 私 082-871-1662 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

 岡山県・倉敷市

 岡山県・倉敷市

 広島県・東広島市

 広島県・広島市

 岡山県・岡山市

 岡山県・岡山市 ※ 館内閲覧のみ

 岡山県・岡山市 ※ 館内閲覧のみ

 岡山県・倉敷市

 山口県・山口市 ※ 館内閲覧のみ

 山口県・下関市

 山口県・山陽小野田市

 山口県・周南市

 岡山県・岡山市

 鳥取県・鳥取市

 岡山県・総社市

 島根県・浜田市

 広島県・広島市

 広島県・広島市

 広島県・尾道市

身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

 岡山県・岡山市

 島根県・松江市

 広島県・東広島市

 山口県・山口市

 和歌山県・伊都郡

■ 中国地方 所在地

 鳥取県・鳥取市

国

 岡山県・岡山市

 兵庫県・三木市

兵庫県・西宮市/三田市

 兵庫県・赤穂市

 兵庫県・宝塚市 ※ 館内閲覧のみ

 兵庫県・加古川市

 兵庫県・姫路市

http://www.himeji-du.ac.jp/library/
https://www.kuins.ac.jp/lifesupport/medialibrary/index.html
http://library.kwansei.ac.jp/
http://www.kusw.ac.jp/general/affiliated/library
http://www.koshien.ac.jp/aboutus/library/
http://library.hyogo-dai.ac.jp/
http://www.koyasan-u.ac.jp/library/use/
http://www.lib.tottori-u.ac.jp/
http://www.lib.okayama-u.ac.jp/centrallib/index.html
http://www.lib.okayama-u.ac.jp/shikatalib/index.html
https://www.lib.shimane-u.ac.jp/
http://www.lib.hiroshima-u.ac.jp/
http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/index.html
https://www.kankyo-u.ac.jp/about/media/
http://www.lib.oka-pu.ac.jp/
https://matsuec.u-shimane.ac.jp/campus/library/
https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/toshokan/
https://www.lib.hiroshima-cu.ac.jp/
http://www.lib.onomichi-u.ac.jp/
https://www.ypu.jp/li/
http://www.shimonoseki-cu.ac.jp/library/
https://library.socu.ac.jp/drupal/
https://www.tokuyama-u.ac.jp/about/library/
https://www.osu.ac.jp/annai/facility/library/
http://www.lib.ous.ac.jp/
https://www.shujitsu.ac.jp/toshokan/
http://library.sguc.ac.jp/jhkroot/index.html
https://owc.ac.jp/about/facility/toshokan-2/
https://www.kusa.ac.jp/lib/
http://lib.ksu.ac.jp/
https://www.kindai.ac.jp/engineering/about/facility/library/visitor/
http://www.hue.ac.jp/lib/index.html


広島国際学院大学 私 082-820-2536 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所・所
属のわかるもの）、申込書

無料

広島修道大学 私 082-830-1112 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

比治山大学 私 082-229-8838 無料

広島工業大学 私 082-921-4189 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

広島国際大学 私 0823-70-4504 3冊 14日
証明写真（3×2.5㎝）・身分証明書（住所・
年齢のわかるもの） 印鑑

無料

福山大学 私 084-936-2112 3冊 15日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

福山平成大学 私 084-972-5001 3冊 15日
身分証明書（免許証など写真付きで住所の
わかるもの）

無料

日本赤十字広島看護
大学

私 0829-20-2880
※闘病記コーナーの図書貸出は別途申込必
要

無料

広島 文化 学園 大学
(阿賀)

0823-74-5512 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

広島 文化 学園 大学
(郷原)

0823-70-3305 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

至誠館大学 私 0838-24-4081 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

梅光学院大学 私 083-227-1040 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

東亜大学 私 083-256-1111 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

宇部フロンティア大学 私 0836-38-0524 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

徳島大学 国 088-656-9696 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

鳴門教育大学 国 088-687-6156 8冊 21日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

香川大学 国 087-832-1250 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

愛媛大学 国 089-927-8845 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

高知大学 国 088-844-8731 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

香川県立保健医療大
学

公 087-870-1288 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

愛媛県立医療技術大
学

公 089-960-0061 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

088-847-8701
(池)

088-821-7129
(永国寺)

高知工科大学 公 0887-57-2010 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

四国大学 私 088-665-9917 2冊 7日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

徳島文理大学 私 088-602-8743 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

高松大学 私 087-841-2167 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

四国学院大学 私 0877-62-3925 20冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など）延滞料
金あり。

無料

松山大学 私 089-926-7208 3冊 14日
証明写真（2.5×2.5㎝）・身分証明書（免許
証・保険証など住所のわかるもの）

2000円

聖カタリナ大学 私 089-993-0751 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

連絡先 貸出 期間 申請に必要なもの 料金

 香川県・高松市

 香川県・善通寺市

 愛媛県・松山市

 愛媛県・松山市

■ 九州沖縄地方 所在地

身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

 高知県・香美市

 徳島県・徳島市

 徳島県・徳島市 ※ 館内閲覧のみ

 愛媛県・伊予郡

高知県立大学 公  高知県・高知市 5冊 14日

 徳島県・徳島市

 徳島県・鳴門市

 香川県・高松市

 愛媛県・松山市

 高知県・高知市

 香川県・高松市

 山口県・萩市

 山口県・下関市

 山口県・下関市

 山口県・宇部市

■ 四国地方 所在地

 広島県・廿日市市
※ 館内閲覧のみ
（闘病記コーナーの図書
のみ2冊14日間）

私

 広島県・呉市 ※ 館内閲覧のみ

 広島県・呉市 ※ 館内閲覧のみ

 広島県・広島市 ※ 館内閲覧のみ

 広島県・広島市

 広島県・東広島市

 広島県・福山市

 広島県・福山市

 広島県・広島市

 広島県・広島市

http://office.hkg.ac.jp/~toshokan/
http://www.shudo-u.ac.jp/library/
https://www.hijiyama-u.ac.jp/old/library/
https://libwww.cc.it-hiroshima.ac.jp/library/
https://www.hirokoku-u.ac.jp/library/guidance.html
http://www.fukuyama-u.ac.jp/library/
https://www.heisei-u.ac.jp/institution/library/
https://www.jrchcn.ac.jp/site/books/
https://www.jrchcn.ac.jp/site/books/
https://www.jrchcn.ac.jp/site/books/
https://www.jrchcn.ac.jp/site/books/
https://www.jrchcn.ac.jp/site/books/
https://www.jrchcn.ac.jp/site/books/
https://www.jrchcn.ac.jp/site/books/
https://www.jrchcn.ac.jp/site/books/
https://www.jrchcn.ac.jp/site/books/
https://www.jrchcn.ac.jp/site/books/
https://www.hbg.ac.jp/info/library/klib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/klib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/klib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/klib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/klib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/klib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/klib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/klib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/klib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/glib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/glib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/glib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/glib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/glib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/glib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/glib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/glib-inf.html
https://www.hbg.ac.jp/info/library/glib-inf.html
http://www.shiseikan.ac.jp/library
http://www.baiko.ac.jp/university/library
https://www.toua-u.ac.jp/%E6%9D%B1%E4%BA%9C%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%84%E5%B1%9E%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.frontier-u.jp/intro-univ/a-institution/a-library/
http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/
http://www.naruto-u.ac.jp/library/
https://w3.lib.kagawa-u.ac.jp/
http://www.lib.ehime-u.ac.jp/Welcome.html
http://www.lib.kochi-u.ac.jp/
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/local/library/
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/local/library/
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/local/library/
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/local/library/
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/local/library/
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/local/library/
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/local/library/
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/local/library/
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/local/library/
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/local/library/
https://www.epu.ac.jp/library/
https://www.epu.ac.jp/library/
https://www.epu.ac.jp/library/
https://www.epu.ac.jp/library/
https://www.epu.ac.jp/library/
https://www.epu.ac.jp/library/
https://www.epu.ac.jp/library/
https://www.epu.ac.jp/library/
https://www.epu.ac.jp/library/
https://www.epu.ac.jp/library/
http://iicuk.cc.u-kochi.ac.jp/library/index.html
http://www.kochi-tech.ac.jp/library/
http://www.shikoku-u.ac.jp/institution/library/
http://www.bunri-u.ac.jp/establishment/library/m-memory/#a1
https://www.takamatsu-u.ac.jp/study/library/
http://www.sg-u.ac.jp/outline/library/
https://www.matsuyama-u.ac.jp/library/
http://www.catherine.ac.jp/library/index.html
http://iicuk.cc.u-kochi.ac.jp/library/index.html


九州大学 国 092-802-2480 2冊 14日
証明写真（3×2.5㎝）・身分証明書（免許
証・保険証など）

無料

福岡教育大学 国 0940-35-1258 5冊 14日
証明写真（3×2㎝）・身分証明書（免許証・
保険証など住所のわかるもの）

無料

北九州市 093-884-3074
(戸畑本館)

飯塚市 0948-29-7541
(情報工学部)

佐賀大学 国 0952-28-8906 5冊 14日 身分証明書（免許証など住所のわかるもの）・ 無料

095-819-2198
(中央)

095-819-7014
(医学)

095-820-6309
(経済)

096-342-2227
(中央)

5冊 14日

096-373-5035
(医学)

096-371-4660
(薬学)

大分市 097-554-7485 5冊 14日

由布市
097-586-5581

(医学)
6冊 14日

0985-58-7147
(本館)

5冊 14日

0985-85-9198
(医学)

3冊 ７日

鹿児島大学（中央） 国

099－285-7435
（平日）

099-285-3564
（土日）

3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

鹿屋体育大学 国 0994-46-4874 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

琉球大学 国 098-895-8166 3冊 14日
証明写真（3×2.5㎝）・身分証明書（免許証
など）

無料

北九州市立大学 公 093-964-4403 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

九州歯科大学 公 093-285-3021 無料

福岡県立大学 公 0947-42-1760 5冊 7日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

長崎県立大学（佐世
保）

佐世保市 0956-47-5958

長崎県立大学 (シー
ボルト)

西彼杵郡 095-813-5075

熊本県立大学 公 096-321-6614 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

大分県立看護科学大
学

公 097-586-4330 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

宮崎公立大学 公 0985-20-4814 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

宮崎県立看護大学 公 0985-59-7756 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

沖縄県立芸術大学 公 098-882-5038 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

沖縄県立看護大学 公 098-833-8806 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

名桜大学 公 0980-51-1062 2冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）・顔写真（3×2.5㎝）

無料

福岡大学 私 092-871-6631
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

九州産業大学 私 092-673-5385 3冊 15日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）のコピー

1000円

福岡工業大学 私 092-606-0691 5冊 15日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）・印鑑

無料

 沖縄県・那覇市

 沖縄県・名護市

 福岡県・福岡市 ※ 館内閲覧のみ

 福岡県・福岡市

 福岡県・福岡市

無料

 熊本県・熊本市

 大分県・大分市

 宮崎県・宮崎市

 宮崎県・宮崎市

 沖縄県・那覇市

 福岡県・田川市

公  長崎県 3冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など）

 鹿児島県・鹿児島市

 鹿児島県・鹿屋市

 沖縄県・西原町

 福岡県・北九州市

 福岡県・北九州市 ※ 館内閲覧のみ

大分大学 国  大分県
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

宮崎大学 国  宮崎県・宮崎市
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

熊本大学 国  熊本県・熊本市
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

※ 館内閲覧のみ

14日
証明写真（3×3㎝）・身分証明書（免許証・
保険証など）

無料

 佐賀県・佐賀市

長崎大学 国  長崎県・長崎市 3冊 14日

 福岡県・福岡市

 福岡県・宗像市

九州工業大学 国  福岡県 5冊

http://www.lib.kyushu-u.ac.jp/
https://lib.fukuoka-edu.ac.jp/top/
https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/
http://www.lib.saga-u.ac.jp/
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/
http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/
http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/
http://opac.lib.miyazaki-u.ac.jp/
http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/
http://www.lib.nifs-k.ac.jp/
http://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/
http://www.kitakyu-u.ac.jp/_lib/index.html
http://www.kyu-dent.ac.jp/library/
http://www.fukuoka-pu.ac.jp/library/index.html
http://sun.ac.jp/center/lib/sasebo/
http://sun.ac.jp/center/lib/sasebo/
http://sun.ac.jp/center/lib/sasebo/
http://sun.ac.jp/center/lib/sasebo/
http://sun.ac.jp/center/lib/sasebo/
http://sun.ac.jp/center/lib/sasebo/
http://sun.ac.jp/center/lib/sasebo/
http://sun.ac.jp/center/lib/sasebo/
http://sun.ac.jp/center/lib/sasebo/
http://sun.ac.jp/center/lib/sasebo/
http://sun.ac.jp/center/lib/siebold/
http://sun.ac.jp/center/lib/siebold/
http://sun.ac.jp/center/lib/siebold/
http://sun.ac.jp/center/lib/siebold/
http://sun.ac.jp/center/lib/siebold/
http://sun.ac.jp/center/lib/siebold/
http://sun.ac.jp/center/lib/siebold/
http://sun.ac.jp/center/lib/siebold/
http://sun.ac.jp/center/lib/siebold/
http://sun.ac.jp/center/lib/siebold/
https://wwwlib.pu-kumamoto.ac.jp/drupal/
http://www.oita-nhs.ac.jp/library/
http://www.oita-nhs.ac.jp/library/
http://www.oita-nhs.ac.jp/library/
http://www.oita-nhs.ac.jp/library/
http://www.oita-nhs.ac.jp/library/
http://www.oita-nhs.ac.jp/library/
http://www.oita-nhs.ac.jp/library/
http://www.oita-nhs.ac.jp/library/
http://www.oita-nhs.ac.jp/library/
http://www.oita-nhs.ac.jp/library/
http://www.miyazaki-mu.ac.jp/library/
http://www.mpu.ac.jp/mpnu/library/
http://www.lib.okigei.ac.jp/lib/lib.html
https://libopac.okinawa-nurs.ac.jp/drupal/
http://www.meio-u.ac.jp/library-home.html
http://www.lib.fukuoka-u.ac.jp/
http://libwww2.kyusan-u.ac.jp/
http://www.lib.fit.ac.jp/index.html
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/
http://opac.lib.miyazaki-u.ac.jp/
http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/
https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/


日本赤十字九州国際
看護大学

私 0940-35-7002
守衛室前にある電話で図書館（2100）へ連
絡・身分証明書（住所・勤務先のわかるもの）

無料

九州国際大学 私 093-662-8305 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

九州共立大学 私 093-693-3036 5冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

九州情報大学 私 092-928-4000 身分証明書 無料

久留米工業大学 私 0942-65-3480 5冊 1ヵ月 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

西日本工業大学 私 0930-23-7729 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

神埼市 0952-37-9299

佐賀市 0952-31-3010

長崎外国語大学 私 095-840-2005 5冊 14日 印鑑・写真付身分証明書 無料

長崎国際大学 私 0956-20-5560 3冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

鎮西学院大学 私 0957-26-1234

東海大学（九州） 私 096-386-2634 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

熊本学園大学 私 096-371-8047 5冊 7日 身分証明書（免許証・保険証など） 1000円

崇城大学 私 096-326-3419 写真付身分証明書※要電話確認 無料

九州ルーテル学院大
学

私 096-343-2494 5冊 14日
写真付身分証明書・本人宛郵便物（２ヶ月
以内）

3000円

久留米大学 私 0942-44-4015 5冊 14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

九州看護福祉大学 私 0968-75-1840 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

日本文理大学 私 097-524-2711 5冊 15日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

立命館アジア太平洋
大学

私 0977-78-1145 3冊 14日
証明写真（サイズ不問）・返信用封筒（94円
切手貼付）・身分証明書（住所のわかるもの・
住所欄のコピー）※パスポート不可

無料

別府大学 私 0977-66-9633 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

宮崎産業経営大学 私 0985-52-3205 2冊 14日 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

宮崎国際大学（宮崎
学園）

私 0985-85-1410 20冊 28日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

1000円

宮崎市 0985-83-3430

都城市 0986-46-1086

鹿児島国際大学 私 099-263-0732 身分証明書（免許証・保険証など） 無料

志學館大学 私 099-812-8501 ※要事前問い合わせ 無料

第一工科大学 私 0995-45-0640 2冊 7日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）※要事前に電話連絡

無料

沖縄大学 私 098-832-5577 無料

沖縄国際大学 私 098-893-7854
証明写真２枚（3×2.5㎝）・身分証明書（免
許証など）のコピー

無料

沖縄キリスト教学院
大学

私 098-946-1236 3冊 14日 身分証明書（免許証など） 無料

 鹿児島・霧島市

 沖縄県・那覇市 ※ 館内閲覧のみ

 沖縄県・宜野湾市 ※ 館内閲覧のみ

 沖縄県・中頭郡

14日
身分証明書（免許証・保険証など住所のわ
かるもの）

無料

 鹿児島・鹿児島市 ※ 館内閲覧のみ

 鹿児島・鹿児島市 ※ 館内閲覧のみ

 宮崎県・宮崎市

 宮崎県・宮崎市

南九州大学 私  宮崎県 5冊

 福岡県・久留米市

 熊本県・玉名市 ※ 館内閲覧のみ

 大分県・大分市

 大分県・別府市

 大分県・別府市

 熊本県・熊本市 ※ 館内閲覧のみ

 熊本県・熊本市

 熊本県・熊本市 ※ 館内閲覧のみ

 熊本県・熊本市

身分証明書（免許証・保険証など） 無料

 長崎県・長崎市

 長崎県・佐世保市

 長崎県・諫早市 ※要事前連絡

 福岡県・久留米市

 福岡県・京都郡 ※ 館内閲覧のみ

西九州大学 私 佐賀県 3冊 14日

 福岡県・宗像市 ※ 館内閲覧のみ

 福岡県・北九州市

 福岡県・北九州市

 福岡県・太宰府市 ※ 館内閲覧のみ
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