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『日本の図書館　統計と名簿』２００５　名簿頁　訂正

本来は、休館ではない図書館についても、「月末休館」の表示が出ており、全館に
「末（月末休館）」が表示されています。名簿に掲載されている図書館のうち、「月末休館」を実施
いる館は、以下の７７８館です。　凡例は、表の最後です。

県No 図書館名 休館日 県No 図書館名 休館日

01 北海道立図書館 月末 04 岩沼市図書館 月末
岩見沢市立図書館 月末 塩竈市民図書館 月末
帯広市図書館 月末 多賀城市立図書館 月末
市立釧路図書館 月末 古川市図書館 月末
砂川市図書館 火末 加美町中新田図書館 月末
滝川市立図書館 月末 加美町小野田図書館 月末
市立名寄図書館 月末 蔵王町立図書館 月末
美唄市立図書館 月末 本吉町立図書館 月135日
三笠市立図書館 月末 利府町図書館 月末
市立室蘭図書館 月末 05 秋田市立中央図書館明徳 月末
市立夕張図書館 月末 秋田市立新屋図書館 月末
市立留萌図書館 月末 秋田市立土崎図書館 月末
浦幌町立図書館 月火末 秋田市立雄和図書館 月末
上磯町立図書館 月末 由利本荘市岩城図書館 月末
上湧別町図書館 月末 農村ﾓﾃﾞﾙ町立角館図書館 月末
町立様似図書館 火末 06 天童市立図書館 月3日末
佐呂間町立図書館 月末 南陽市立図書館 月3日末
清水町図書館 火末 東根市さくらんぼ図書館 月末
白老町立図書館 末 07 郡山市中央図書館 月末
新得町図書館 月末 郡山市希望ｹ丘図書館 金末
新十津川町図書館 月末 郡山市安積図書館 金末
豊頃町図書館 月末 郡山市富久山図書館 金末
美瑛町図書館 月末 相馬市図書館 末
東神楽町ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙ(東神
楽町図書館)

月末 田村市図書館 月末

本別町図書館 245日末 二本松市立図書館 月末
芽室町図書館 火末 福島市立図書館 火末
門別町図書館郷土資料館 月末 福島市西口ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 火末
湧別町図書館 月末 大熊町図書館 月3日末
由仁町ゆめっく館 月末 小野町ふるさと文化の館 月末
余市町図書館 月末 新地町図書館 月2日末
和寒町立図書館 月末 田島町図書館 月末

02 (十和田市)十和田湖図書 24日末 棚倉町立図書館 月末
八戸市図書情報ｾﾝﾀｰ 末 富岡町図書館 月末
八戸市立南郷図書館 月末 東村図書館 火末
三沢市立図書館 月末 双葉町図書館 月3日末
五戸町図書館 月末 08 茨城県立図書館 月末
藤崎町図書館大夢 月3日末 石岡市立図書館 月末

03 岩手県立図書館 月末 稲敷市立図書館 月末
釜石市立図書館 月末 かすみがうら市立図書館

千代田分館
月末

北上市立中央図書館 月末 北茨城市立図書館 月末
北上市立和賀図書館 月末 下妻市立図書館 月末
北上市立江釣子図書館 月末 高萩市立図書館 月末
久慈市立図書館 月末 つくば市立中央図書館 月末
宮古市立図書館 月末 取手市立取手図書館 月末
一戸町立図書館 月末 取手市立ふじしろ図書館 月末
岩手町立図書館 月末 日立市立多賀図書館 月末
大槌町立図書館 月末 日立市立十王図書館 月末
軽米町立図書館 月末 水海道市立図書館 月末
川崎村立図書館 月[日]末 龍ｹ崎市立中央図書館 月末
大東町立図書館 月末 阿見町立図書館 月末
玉山村立図書館 月末 伊奈町立図書館 月末
東山町立図書館 末 小川町図書館 月末
山形村立図書館 月末 神栖町立中央図書館 月末
山田町立図書館 月末 神栖町立うずも図書館 月末
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県No 図書館名 休館日 県No 図書館名 休館日

08 三和町立図書館 月末 11 入間市立図書館藤沢分館 月末
城里町立桂図書館 月[平]末 桶川市立図書館 月末
玉里村立図書館 月末 桶川市立駅西口図書館 水末
友部町立図書館 月末 春日部市立中央図書館 月末
鉾田町立図書館 月末 春日部市立武里図書館 月末
八千代町立図書館 月末 加須市立不動岡図書館 火末

09 栃木県立図書館 月末 川口市立中央図書館 月末
小山市立中央図書館 月2金末 川口市立前川図書館 月末
小山市立中央図書館小山
分館

月末 川口市立新郷図書館 月末

さくら市氏家図書館 金末 川口市立横曽根図書館 月末
さくら市喜連川図書館 月末 川口市立戸塚図書館 月末
日光市立図書館 月3日末 川越市立中央図書館 月末
真岡市立図書館 月末 川越市立西図書館 月末
矢板市立図書館 月3日末 川越市立川越駅東口図書 火末
上河内図書館 月末 北本市立中央図書館 月末
国分寺町立図書館 月3日末 行田市立図書館 月末
高根沢町図書館 月3日末 久喜市立図書館 月末
高根沢町図書館仁井田分 月3日末 鴻巣市立図書館 月末
高根沢町図書館上高根沢
分館

月3日末 越谷市立図書館 月末

那須町立図書館 月末 さいたま市立南浦和図書 月末
野木町立図書館 月3金末 さいたま市立東浦和図書 月末
藤岡町立図書館 月3日末 さいたま市立大宮図書館 月末
壬生町立図書館 月末 さいたま市立大宮西部図 月末

10 群馬県立図書館 月末 さいたま市立大宮西部図
書館三橋分館

月末

安中市図書館 火末 さいたま市立与野図書館 月末
伊勢崎市赤堀図書館 月末 さいたま市立与野図書館

南分館
月末

太田市立新田図書館 月末 さいたま市立与野図書館
西分館

月末

太田市立薮塚本町図書館 月末 さいたま市立桜木図書館 月末
桐生市立図書館 月末 さいたま市立岩槻図書館 月末
館林市立図書館 月末 坂戸市立中央図書館 月末
富岡市立図書館 月末 坂戸市立図書館大家分館 月末
邑楽町立図書館 月末 狭山市立中央図書館 月末
大泉町立図書館 月末 狭山市立狭山台図書館 月末
大間々町立図書館 月末 志木市立柳瀬川図書館 月末
笠懸町立図書館 月末 志木市立いろは遊学図書 月末
北橘村立図書館 月末 所沢市立所沢図書館 月末
草津町立図書館 月末 所沢市立所沢図書館所沢

分館
月末

新町立図書館 月火末 所沢市立所沢図書館狭山
ｹ丘分館

月末

松井田町図書館 月末 所沢市立所沢図書館椿峰
分館

月末

明和町立図書館 月末 所沢市立所沢図書館富岡
分館

月末

11 上尾市図書館 月末 所沢市立所沢図書館吾妻
分館

月末

上尾市図書館平方分館 月末 所沢市立所沢図書館柳瀬
分館

月末

上尾市西上尾こども図書 日月木末 戸田市立図書館 月末
朝霞市立図書館 月末 戸田市立図書館美笹分室 月末
入間市立図書館 月末 戸田市立図書館下戸田分 月末
入間市立図書館西武分館 月末 戸田市立図書館上戸田分 月末
入間市立図書館金子分館 月末 戸田市立図書館下戸田南

分室
火末
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県No 図書館名 休館日 県No 図書館名 休館日

11 鳩ｹ谷市立図書館 月末 12 袖ｹ浦市立平川図書館 月末
飯能市立図書館 月末 袖ｹ浦市立根形公民館図

書室
月末

飯能市立こども図書館 月末 袖ｹ浦市立平岡公民館図
書室

月末

飯能市立図書館名栗分室 月末 銚子市公正図書館 月末
日高市立図書館 月末 流山市立中央図書館 月末
深谷市立図書館 月末 流山市立中央図書館東部

分館
月末

富士見市立中央図書館 月末 流山市立中央図書館初石
分館

月末

富士見市立図書館鶴瀬西
分館

月末 流山市立中央図書館北部
分館

月末

富士見市立図書館ふじみ
野分館

月末 流山市立中央図書館南流
山分館

月末

本庄市立図書館 月末 流山市立北部地域図書館 月末
八潮市立八幡図書館 末 成田市立図書館 月末
八潮市立八條図書館 末 成田市立図書館公津分館 月末
蕨市立図書館 月末 成田市立図書館久住分館 月末
蕨市立図書館北町分館 末 成田市立図書館橋賀台分 月末
蕨市立図書館塚越分館 末 成田市立図書館玉造分館 月末
蕨市立図書館錦町分館 末 成田市立図書館豊住分館 月末
伊奈町立図書館 月末 成田市立図書館成田分館 月末
大井町立図書館 月末 成田市立図書館八生分館 月末
大利根町童謡のふる里図
書館

月末 成田市立図書館中郷分館 月末

上里町立図書館 月末 成田市立図書館加良部分 月末
川里町立図書館 月末 成田市立図書館美郷台分 月末
騎西町図書館 月末 成田市立図書館遠山分館 月末
北川辺町立図書館 月末 松戸市立図書館 月末
江南町立図書館 月3火末 松戸市立図書館明分館 月末
児玉町立図書館 月3火末 松戸市立図書館古ｹ崎分 月末
白岡町立図書館 水末 松戸市立図書館小金分館 月末
滑川町立図書館 月3日末 松戸市立図書館小金原分 月末
花園町立花園こども情報
交流図書館ｱｸﾛｽ

月末 松戸市立図書館五香分館 月末

吹上町立図書館 火末 松戸市立図書館常盤平分 月末
美里町立図書館 月末 松戸市立図書館馬橋分館 月末
三芳町立中央図書館 月末 松戸市立図書館稔台分館 月末
三芳町立図書館竹間沢分 月末 松戸市立図書館六実分館 月末
妻沼町立図書館 火末 松戸市立図書館矢切分館 月末
横瀬町立図書館 月末 松戸市立図書館新松戸分 月末
吉見町立図書館 月末 松戸市立図書館東部分館 月末
寄居町立図書館 月末 松戸市立図書館馬橋東分 月末

12 印西市立大森図書館 月末 松戸市立図書館小金北分 月末
印西市立小林図書館 月末 松戸市立図書館松飛台分 月末
印西市立そうふけ図書館 月末 松戸市立図書館二十世紀

が丘分館
月末

印西市立小倉台図書館 月末 松戸市立図書館八柱分館 月末
浦安市立中央図書館 月末 松戸市立図書館八ｹ崎分 月末
浦安市立図書館堀江分館 月末 松戸市立図書館和名ｹ谷

分館
月末

浦安市中央公民館図書室 月末 茂原市立図書館 月末
浦安市立図書館富岡分館 月末 八千代市立大和田図書館 月末
浦安市美浜公民館図書館 月末 八千代市立八千代台図書 月末
浦安市当代島公民館図書 月末 八千代市立勝田台図書館 月末
浦安市日の出公民館図書 月末 八千代市立緑が丘図書館 月末
鎌ｹ谷市立図書館 月末 八日市場市立図書館 月末
袖ｹ浦市立中央図書館 月末 四街道市立図書館 月末
袖ｹ浦市立長浦おかのうえ
図書館

月末 大網白里町図書室 月末
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県No 図書館名 休館日 県No 図書館名 休館日

12 大網白里町図書室中部分 月末 16 高岡市立中田図書館 月3日末
大網白里町図書室白里分 月末 高岡市立戸出図書館 月3日末
小見川町立小見川図書館 月末 氷見市立図書館 月末
さんぶの森図書館 月末 宇奈月町立図書館 月末
成東町図書館 月末 大島町立図書館 月末

13 足立区立常東ｺﾐｭﾆﾃｨ図 月末 大門町立正力図書館 月3日末
足立区立新田ｺﾐｭﾆﾃｨ図 2月末 入善町立図書館 月末
足立区立花畑図書館 末 17 石川県立図書館 末
足立区立宮城ｺﾐｭﾆﾃｨ図 月末 七尾市立中央図書館 月末
足立区立やよい図書館 2月末 七尾市立本府中図書館 月末
足立区立佐野図書館 2月末 輪島市立図書館 月2日末
足立区立東和図書館 末 穴水町立図書館 月末
足立区立保塚図書館 2月末 能登町立中央図書館 月火末
足立区立江北図書館 3月[2]末 18 松岡町立図書館 末
足立区立鹿浜図書館 末 19 山梨県立図書館 月末
足立区立興本図書館 3月末 塩山市立図書館 月末
足立区立伊興図書館 3月末 大月市立図書館 月末
足立区立梅田図書館 3月末 甲斐市立敷島図書館 月末
板橋区立中央図書館 3月末 甲府市立図書館 月末
板橋区立赤塚図書館 3月末 都留市立図書館 月末
板橋区立清水図書館 月末 笛吹市一宮図書館 月末
板橋区立蓮根図書館 3月末 笛吹市春日居ふるさと図 月末
板橋区立蓮根図書館坂下
図書室

月末 笛吹市八代図書館 月末

板橋区立氷川図書館 3月末 笛吹市御坂図書館 水末
板橋区立高島平図書館 3月末 富士吉田市立図書館 月末
板橋区立東板橋図書館 3月末 北杜市すたま森の図書館 月末
板橋区立小茂根図書館 3月末 北杜市たかね図書館 月末
板橋区立西台図書館 3月末 北杜市ながさか図書館 月末
板橋区立志村図書館 3月末 北杜市大泉金田一春彦記

念図書館
末

板橋区立成増図書館 3月末 南ｱﾙﾌﾟｽ市立櫛形図書館 月末
八丈町立図書館 水末 南ｱﾙﾌﾟｽ市立白根桃源図

書館
月末

14 綾瀬市立図書館 火3水末 南ｱﾙﾌﾟｽ市立八田農業情
報関連図書館

月末

平塚市中央図書館 月末 南ｱﾙﾌﾟｽ市立わかくさ図書 月末
平塚市北図書館 月末 南ｱﾙﾌﾟｽ市立甲西図書室 日月末
平塚市西図書館 月末 市川大門町立図書館 月末
三浦市図書館 月末 忍野村立おしの図書館 月末
三浦市図書館南下浦分館 月末 田富町立図書館 月末
三浦市図書館初声分館 月末 富士河口湖町立図書館 月[平]末
二宮町図書館 月末 山中湖情報創造館 末

15 五泉市立図書館 月末 20 上田市立図書館 月末
佐渡市立真野図書館 月末 駒ｹ根市立図書館 月末
三条市立図書館 3月末 市立小諸図書館 月末
上越市立高田図書館 月末 市立須坂図書館 月末
上越市立直江津図書館 月末 千曲市立更埴図書館 月末
燕市立図書館 末 千曲市立戸倉図書館 月末
十日町図書館 月末 中野市立図書館 月末
長岡市立中央図書館 月末 長野市立長野図書館 火末
長岡市立西地域図書館 木末 青木村図書館 月末
長岡市立中之島地域図書 月末 飯島町図書館 月末
新潟市立白根図書館 月末 小布施町立図書館 月末
岩船広域図書館 月末 川上村文化ｾﾝﾀｰ図書館 月末
聖籠町立図書館 月末 坂城町立図書館 月末
中条町図書館 末 辰野町立辰野図書館 月末

16 黒部市立図書館 月3日末 天龍村図書館 月末
新湊市図書館 月末 丸子町立金子図書館 月末
新湊市図書館東部分室 月末 南箕輪村図書館 月末

山ﾉ内町立蟻川図書館 月末

（『日本の図書館　統計と名簿』２００５　名簿頁　訂正）
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県No 図書館名 休館日 県No 図書館名 休館日

21 高山市図書館 末 24 尾鷲市立図書館 月3日末
土岐市図書館 月末 鈴鹿市立図書館 月3火末
中津川市立図書館 月末 あさひﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 月末
羽島市立図書館 月末 きらめき図書館 火末
飛騨市神岡図書館 月末 河芸町立図書館 月末
飛騨市古川図書館 月末 多気町立図書館 月末
しんせいほんの森 月末 25 滋賀県立図書館 月末
生涯学習ｾﾝﾀｰﾊｰﾄﾋﾟｱ安
八図書館

月末 高島市立ﾏｷﾉ図書館 月火末

池田町図書館 月末 浅井町立図書館 月末
揖斐川図書館 月末 26 宮津市立図書館 月末
揖斐川町立谷汲図書館 月末 向日市立図書館 月末
北方町立図書館 月末 木津町中央図書館 月末
養老町図書館 月末 久御山町立図書館 月末

22 静岡県立中央図書館 末 美山町立図書館 月木末
熱海市立図書館 月末 27 大阪府立中之島図書館 月末
伊東市立伊東図書館 月末 池田市立石橋ﾌﾟﾗｻﾞ 火水3木1

金末
御前崎市立図書館 月末 泉大津市立図書館 月3日末
菊川市立図書館菊川文庫 月末 大阪狭山市立図書館 末
菊川市立小笠図書館 月末 貝塚市民図書館 火末
湖西市立図書館 月末 門真市立図書館 月末
裾野市立鈴木図書館 月末 門真市立図書館沖分室 末
裾野市立鈴木図書館裾野
市民文化ｾﾝﾀｰ図書室

月末 四條畷市立四條畷図書館 月末

天竜市立図書館 月末 四條畷市立田原図書館 末
袋井市立袋井図書館 月末 泉南市立図書館 月末
袋井市立浅羽図書館 月末 大東市立中央図書館 月末
三島市立図書館 月末 高石市立図書館 火末
三島市立図書館中郷分館 月末 高石市立図書館分館 火末
新居町立図書館 月末 羽曳野市立中央図書館 末
引佐町立図書館 月3日末 羽曳野市立陵南の森図書 末
大井川町立図書館 月末 羽曳野市立古市図書館 末
河津町立文化の家 月末 羽曳野市立羽曳が丘図書 末

23 一宮市立尾西図書館 月末 羽曳野市立丹比図書館 末
一宮市立尾西児童図書館 月末 羽曳野市立東部図書館 末
岩倉市図書館 月末 阪南市立図書館 水末
蒲郡市立図書館 月末 東大阪市立永和図書館 月末
新城図書館(ふるさと情報 月末 東大阪市立花園図書館 月末
知多市立中央図書館 月末 東大阪市立旭町図書館 月末
東海市立中央図書館 月末 藤井寺市立図書館 火末
常滑市立図書館 月末 島本町立図書館 月末
豊明市立図書館 月末 忠岡町図書館 火末
碧南市民図書館 月末 28 相生市立図書館 月末
碧南市民図書館南部分館 月末 淡路市立津名図書館 木末
碧南市民図書館中部分館 月末 淡路市立一宮図書館 木末
阿久比町立図書館 月末 淡路市立東浦図書館 木末
渥美町立図書館 月末 伊丹市立図書館 月末
大口町立図書館 月火末 伊丹市立図書館南分館 火末
音羽町図書館 月末 伊丹市立図書館北分館 水末
蟹江町図書館 月末 加西市立図書館 月末
幸田町立図書館 月末 川西市立中央図書館 火末
西春町図書館 月末 篠山市立中央図書館 月末

24 三重県立図書館 月末 洲本市立図書館 月末
いなべ市員弁図書館 月末 龍野市立図書館 月13火末
いなべ市大安図書館 月末 丹波市立中央図書館 月末
いなべ市藤原図書館 月末 丹波市立市島図書館 月末
いなべ市北勢図書館 月末 豊岡市立図書館 火末

西脇市図書館 月末

（『日本の図書館　統計と名簿』２００５　名簿頁　訂正）
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県No 図書館名 休館日 県No 図書館名 休館日

28 南あわじ市三原図書館 月末 32 かわもと図書館 火末
南あわじ市南淡図書館 月末 仁摩図書館 火末
揖保川町立図書館 月末 33 赤磐市立中央図書館 月3日末
五色町立図書館 月末 赤磐市立熊山図書館 水3日末
佐用町立図書館 月末 赤磐市立吉井図書館 月3日末
新宮町立図書館 火末 赤磐市立赤坂図書館 月3日末
太子町立図書館 火13月末 笠岡市立図書館 月末
滝野町図書館 月火末 瀬戸内市立牛窓図書館 月末
御津町立図書館 月末 津山市立久米図書館 月末
社町立中央図書館 月末 備前市立図書館 月末
図書情報ｾﾝﾀｰ 火末 備前市立図書館日生分館 水末
安富町立図書館 月末 備前市立図書館吉永分館 月末

29 奈良県立図書情報館 月末 美作市立英田図書館 月3日末
奈良県立奈良図書館 月末 美作市立作東図書館 月末
奈良県立橿原図書館 月末 鴨方町立図書館 月末
橿原市立図書館 月末 金光町立図書館 3日124月

末
葛城市立當麻図書館 火24水末 佐伯町立図書館 月3日末
御所市立図書館 月末 里庄町立図書館 火3日末
奈良市立中央図書館 月末 瀬戸町立図書館 月末
奈良市立西部図書館 月末 倉敷市立真備図書館 月3日末
奈良市立北部図書館 月末 美咲町立旭図書館 月3日末
大和高田市立図書館 月末 美咲町立柵原図書館 月3日末
王寺町立図書館 月末 矢掛町立図書館 月末
川上村立図書館 月末 和気町立図書館 月末
上牧町立図書館 月末 34 安芸高田市立吉田図書館 火日末
三郷町立図書館 水末 安芸高田市立田園ﾊﾟﾗｯﾂｫ

図書館
月末

30 有田市図書館 火末 因島市立図書館 水末
御坊市立図書館 月末 江田島市立江田島図書館 月末
新宮市立図書館 月末 江田島市立能美図書館 月末
田辺市立図書館 月末 大竹市立図書館 月末
和歌山市民図書館 金末 尾道市立みつぎ子ども図

書館
月[平]末

岩出町立駅前ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 月3日末 市立竹原書院図書館 月末
金屋町図書館 月末 広島市立中央図書館 月末
那賀町立図書館 月火[15] 広島市こども図書館 月末
那智勝浦町立図書館 月末 広島市立中区図書館 月末
みなべ町立図書館中央館
(ゆめよみ館)

月末 広島市立東区図書館 月末

美浜町立図書館 月末 広島市立南区図書館 月末
桃山町立図書館 月末 広島市立西区図書館 月末

31 鳥取県立図書館 2月末 広島市立安佐南区図書館 月末
境港市民図書館 月末 広島市立安佐北区図書館 月末
智頭町立智頭図書館 日末 広島市立安芸区図書館 月末
南部町立図書館 月末 広島市立佐伯区図書館 月末
日野町図書館 火末 広島市まんが図書館 月末
伯耆町立溝口図書館 月末 安芸太田町立図書館 月火末

32 島根県立図書館 月末 大野町図書館 月末
出雲市立図書情報ｾﾝﾀｰ 木末 北広島町図書館 月末
出雲市立平田図書館 火末 坂町立図書館 月末
出雲市立海辺の多岐図書 月末 35 山口県立山口図書館 月末
出雲市立大社図書館 月末 宇部市立図書館 月末
雲南市立大東図書館 金末 周南市立中央図書館 月末
雲南市立木次図書館 月末 周南市立新南陽図書館 月末
大田市立図書館 火末 周南市立福川図書館 月末
江津市図書館 月末 周南市立熊毛図書館 月末
江津市図書館桜江分館 月末 周南市立鹿野図書館 月末
浜田市立図書館 末 柳井市立柳井図書館 月末
益田市立図書館 末 阿知須町立図書館 月末
安来市立図書館 水末 玖珂町立図書館 月末

（『日本の図書館　統計と名簿』２００５　名簿頁　訂正）
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県No 図書館名 休館日 県No 図書館名 休館日

35 周防大島町立久賀図書館 日末 38 新居浜市立別子銅山記念
図書館

月末

周防大島町立大島図書館 月末 新居浜市立図書館角野分 日土末
周防大島町立橘図書館 日末 松山市立中央図書館 月末
徳地町立図書館 月末 松山市立三津浜図書館 月末
平生町立平生図書館 月末 松山市立北条図書館 月末
由宇町立図書館 月3日末 八幡浜市立保内図書館 月末

36 阿南市立図書館 月末 内子町図書情報館 月末
阿波市立阿波図書館 月末 松前町ふるさとﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 末
阿波市立吉野笠井図書館 月末 簡野道明記念吉田町立図

書館
月末

生涯学習ｾﾝﾀｰ小松島市
立図書館

月末 39 四万十市立図書館 月末

徳島市立図書館 火末 南国市立図書館 月末
鳴門市立図書館 月末 いの町立図書館 月末
吉野川市立山川図書館 月末 香我美町立図書館 月木末
吉野川市立川島図書館 水末 40 福岡県立図書館 月末
宍喰町立図書館 月13火末 北九州市立中央図書館 月末
松茂町立図書館 月末 北九州市立八幡図書館大

池分館
月末

37 坂出市立大橋記念図書館 月末 北九州市立中央図書館勝
山分館

月末

さぬき市寒川図書館 月末 北九州市立中央図書館企
救分館

月末

善通寺市立図書館 末 北九州市立若松図書館島
郷分館

月末

高松市図書館 月末 北九州市立戸畑図書館戸
畑分館

月末

高松市図書館松島分館 月末 北九州市立八幡図書館八
幡東分館

月末

東かがわ市とらまる図書館 月末 北九州市立八幡図書館折
尾分館

月末

丸亀市立中央図書館 月末 北九州市立八幡図書館八
幡南分館

月末

丸亀市立綾歌図書館 月末 北九州市立戸畑図書館 月末
ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰうたづ 月末 北九州市立門司図書館 月末
内海町立図書館 月末 北九州市立門司図書館大

里分館
月末

高瀬町立図書館 月末 北九州市立八幡図書館 月末
詫間町立図書館 月末 北九州市立若松図書館 月末
多度津町立明徳会図書館 月末 北九州市立国際友好記念

図書館
月末

土庄町立中央図書館 月末 北九州市立中央図書館曽
根分館

月末

豊中町立図書館 月末 田川市立図書館 月3日末
仁尾町図書館 月末 福岡市総合図書館 月末
三木町文化交流ﾌﾟﾗｻﾞ 月末 福岡市東図書館 月末

38 愛媛県立図書館 月末 福岡市博多図書館 月末
伊予市立図書館 月末 福岡市博多南図書館 月末
宇和島市立図書館 月末 福岡市城南図書館 月末
大洲市立図書館 月末 福岡市早良図書館 月末
大洲市立長浜図書館 月末 福岡市西図書館 月末
大洲市立肱川図書館 月末 福岡市和白図書館 月末
西条市立西条図書館 月末 豊前市立図書館 火末
西条市立東予図書館 月末 行橋市図書館 火末
西条市立小松温芳図書館 月末 勝山町図書館 月末
四国中央市三島図書館 月末 川崎町立図書館 月3日末
四国中央市川之江図書館 月末
東温市立図書館 月3日末 （『日本の図書館　統計と名簿』２００５　名簿頁　訂正）

東温市立図書館川内分館 3日末
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県No 図書館名 休館日

40 苅田町立図書館 月末
苅田町立北公民館図書室 月末
苅田町立小波瀬ｺﾐｭﾆﾃｨｾ
ﾝﾀｰ図書室

月末

苅田町立西部公民館図書 月末
犀川町図書館 月末
庄内町立図書館 月末 休館日は原則のとして週単位のものを掲載した
添田町立図書館 月末 表示は出来得るかぎり簡略にした。
豊津町立図書館 月末
那珂川町図書館 月末 休館日のなかの配列は、

41 唐津市相知図書館 月末 調査票項目の
多久市立図書館 月末 　　「毎週n曜日」
基山町立図書館 月末 　　「毎週第ｎ曜日」
塩田町図書館 月末 　　「毎月n日」

42 長崎県立長崎図書館 月末 　　「毎月月末」
五島市立図書館 月末 を簡略にして記述してある。
島原図書館 月末
有明町図書館 火末 例：
加津佐町民図書館 月末 　　月曜日　　→　月
口之津町立図書館 月末 　　月末　→　末
国見町図書館 月末 　　第1,3日曜日　→　13日
新上五島町立中央図書館 月末 　　最終金曜日　→  [金]

43 熊本県立図書館 火末     最後の平日　→　[平]
阿蘇市立阿蘇図書館 月末 　　１５日　→　[15]
阿蘇市立一の宮図書館 月末      初日　→　[1]
宇城市立中央図書館(松
橋図書館)

月末

宇城市立不知火図書館 月末
宇城市立小川図書館 月末
宇城市立豊野図書館 [月]末
上天草市立松島図書館 月末
上天草市立姫戸図書館 月末
上天草市立龍ｹ岳図書館 月末
菊池市立泗水図書館 月末
熊本市立図書館 月末
山鹿市鹿本図書館 月末
鏡町図書館 月末
合志町図書館 月末
合志町南部図書館 月末
せんちょう図書館 火末
南関町立図書館 月末
山都町立図書館 月末
山都町立図書館蘇陽分館 月末

44 佐伯市立佐伯図書館 3日末
中津市立小幡記念図書館 火末
中津市立三光図書館 火末
中津市立本耶馬渓図書館 火末
中津市立耶馬渓図書館 火末
中津市立山国図書館 火末
くにさき図書館 月末

45 南郷町立図書館 月末

（『日本の図書館　統計と名簿』２００５　名簿頁　訂正）

※　この表にある図書館は2005年調査で「月末休
館している」と回答のあった図書館です。

凡例：


