
施設会員　　　〔８７施設〕

郵便番号・住所 TEL
メールアドレス FAX

公共図書館

〒700-0823　岡山市北区丸の内2-6-30 TEL　086-224-1286

libnet@libnet.pref.okayama.jp FAX　086-224-1208

〒700-0843　岡山市北区二日市町56 TEL　086-223-3373

chuuoutoshokan@city.okayama.jp FAX　086-223-0093

〒700-0903　岡山市北区幸町10-16 TEL　086-234-5188

saiwaichoutoshokan@city.okayama.jp FAX　086-234-5189

〒702-8024　岡山市南区浦安南町493-2 TEL　086-265-6141

urayasutoshokan@city.okayama.jp FAX　086-265-6141

〒701-1463　岡山市北区足守718 TEL　086-295-1942

ashimorikouminkan@city.okayama.jp FAX　086-295-1942

〒700-0016　岡山市北区伊島町2-9-38 TEL　086-253-0822

ishimatoshokan@city.okayama.jp

〒709-3111　岡山市北区建部町福渡830-1 TEL　086-722-4555

takebetoshokan@city.okayama.jp FAX　086-722-4550

〒709-2121　岡山市北区御津宇垣1629 TEL　086-724-1712

mitsutoshokan@city.okayama.jp

〒709-0856　岡山市東区瀬戸町下188-2 TEL  086-952-4531

setotoshokan@city.okayama.jp FAX  086-952-4531

〒709-1215　岡山市南区片岡186 TEL  086-362-5277

nadasakitoshokan@city.okayama.jp FAX  086-362-1609

〒710-0046　倉敷市中央2-6-1 TEL　086-425-6030

lib102@kurashiki-oky.ed.jp FAX　086-427-9110

〒712-8064　倉敷市水島青葉町4-40 TEL　086-446-6918

lib201@kurashiki-oky.ed.jp FAX　086-444-3176

〒711-0913　倉敷市児島味野2-2-37 TEL　086-472-4847

lib301@kurashiki-oky.ed.jp FAX　086-474-4345

〒713-8102　倉敷市玉島1-2-37 TEL　086-526-6011

lib401@kurashiki-oky.ed.jp FAX　086-522-0907

〒710-0261　倉敷市船穂町船穂1702-1 TEL  086-552-9300

lib601@kurashiki-oky.ed.jp FAX  086-552-9301

〒710-1301　倉敷市真備町箭田47-1 TEL  086-698-9393

lib-mb@city.kurashiki.okayama.jp FAX  086-698-8300

〒708-8520　津山市新魚町17 TEL　0868-24-2919

library@tvt.ne.jp FAX　0868-24-3529

〒709-3905　津山市加茂町塔中113-6 TEL　0868-42-7032

ka-library@city-tsuyama.okayama.jp FAX　0868-42-7034

〒709-4603　津山市中北下1271 TEL  0868-57-3444

kumelib@city.tsuyama.okayama.jp

〒708-1205　津山市新野東584 TEL  0868-36-8622

sh-library@city.tsuyama.okayama.jp FAX  0868-36-7520

〒706-0011　玉野市宇野2-1-12 TEL　0863-31-3712

tosyokan@city.tamano.okayama.jp FAX　0863-33-9328

名称［代表者］

岡山市立灘崎図書館
［村田 千恵］

岡山市立伊島図書館
［本山 雅一］

岡山市立建部町図書館
［安倍 欽也］

岡山市立御津図書館
［妹尾 須美子］

岡山市立瀬戸町図書館
［山田 洋子］

岡山県立図書館
［村木 生久］

岡山市立中央図書館
［宮本 嘉彦］

岡山市立幸町図書館
［本山 雅一］

岡山市立浦安総合公園図書館
［羽原 ひとみ］

岡山市立足守図書館
［三宅 健介］

倉敷市立児島図書館
［森山 康子］

倉敷市立船穂図書館
［石井 秀樹］

津山市立久米図書館
［谷口 善洋］

玉野市立図書館
［藤原 記子］

倉敷市立中央図書館
［中村 美小代］

倉敷市立水島図書館
［三宅 織絵］

津山市立図書館
［谷口 善洋］

倉敷市立真備図書館
［藤井 広美］

津山市立加茂町図書館
［谷口 善洋］

倉敷市立玉島図書館
［天野 律子］

津山市立勝北図書館
［谷口 善洋］

県図協施設会員名簿（27年度）
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郵便番号・住所 TEL
メールアドレス FAX

名称［代表者］

〒714-0087　笠岡市六番町1-15 TEL　0865-63-1038

tosyokan@city.kasaoka.okayama.jp FAX　0865-62-3899

〒715-0019　井原市井原町1260-1 TEL　0866-62-0822

tosho@city.ibara.okayama.jp FAX　0866-62-7999

〒714-2111　井原市芳井町吉井4058-1 TEL  0866-72-1702

y-tosho@city.ibara.okayama.jp FAX  0866-72-1701

〒714-1406   井原市美星町三山1055 TEL　0866-87-3123

b-tosho@city.ibara.okayama.jp FAX　0866-87-3123

〒719-1131　総社市中央3-10-113 TEL　0866-93-4422

tosyokan@city.soja.okayama.jp FAX　0866-92-8384

〒716-0029　高梁市向町21 TEL　0866-22-2912

t_toshokan@city.takahashi.lg.jp FAX　0866-22-1115

〒716-0111　高梁市成羽町下原967 TEL  0866-42-2589

     FAX  0866-42-2526

〒718-0011　新見市新見823-1 TEL　0867-72-2826

nm-lib@city.niimi.okayama.jp FAX　0867-72-2826

〒719-3701　新見市哲西町矢田3604 TEL  0867-94-2110

ts-lib@ex.city.niimi.okayama.jp FAX　0867-94-2100

〒705-0021　備前市西片上17-2 TEL　0869-64-1134

library@mail.city.bizen.okayama.jp FAX　0869-64-1250

〒701-3204　備前市日生町日生241-87 TEL  0869-72-1085

h-library@mail.city.bizen.okayama.jp FAX  0869-72-1098

〒709-0224　備前市吉永町吉永中885 TEL  0869-84-2605

y-library@mail.city.bizen.okayama.jp FAX  0869-84-3844

〒701-4221   瀬戸内市邑久町尾張465-1 TEL  0869-22-3761

oku-tosho@city.setouchi.lg.jp FAX  0869-22-3762

〒709-0816　赤磐市下市325-1 TEL  086-955-0076

chuo-tosho@city.akaiwa.lg.jp FAX  086-955-0083

〒701-2222　赤磐市町苅田507 TEL  086-957-2212

akasaka-tosho@city.akaiwa.lg.jp FAX  086-957-9450

〒709-0705　赤磐市松木621-1 TEL　086-995-1273

kumayama-tosho@city.akaiwa.lg.jp FAX　086-995-3823

〒701-2503　赤磐市周匝142 TEL　086-954-9200

yoshii-tosho@city.akaiwa.lg.jp FAX　086-954-9201

〒719-3214　真庭市鍋屋17-1 TEL  0867-42-7203

toshokan_ks@city.maniwa.lg.jp FAX  0867-42-7204

〒717-0007　真庭市本郷1819 TEL  0867-44-2012

toshokan_ky@city.maniwa.lg.jp FAX  0867-44-2012

〒717-0505　真庭市蒜山上長田545-2 TEL  0867-66-7880

toshokan_hz@city.maniwa.ig.jp FAX  0867-66-7881

〒707-8501  美作市栄町35 TEL  0868-72-1135

libmimasaka@city.mimasaka.lg.jp FAX  0868-72-1145

〒701-2604　美作市福本806-1 TEL  0868-74-3104

libaida@city.mimasaka.lg.jp FAX  0868-74-3153

〒707-0412　美作市古町1709 TEL  0868-78-3111

ohara_kyoiku@city.mimasaka.lg.jp FAX  0868-78-7635

備前市立図書館日生分館
［畑下 昌代］

備前市立図書館吉永分館
［川崎 輝孝］

美作市立大原図書館
［宮前 聖］

美作市立中央図書館
［宮前 聖］

美作市立英田図書館
［宮前 聖］

真庭市立久世図書館
［池上 博］

真庭市立勝山図書館
［畦崎 宜久］

真庭市立蒜山図書館
［小谷 英一］

新見市立哲西図書館
［深井 正］

備前市立図書館
［大道 健一］

赤磐市立吉井図書館
［安本 典生］

赤磐市立赤坂図書館
［題府 恭子］

瀬戸内市立図書館
［馬場 昌一］

赤磐市立中央図書館
［三宅 康栄］

赤磐市立熊山図書館
［西田 英二］

総社市図書館
［風早 俊昭］

高梁市立成羽図書館
［赤木 和久］

新見市立新見図書館
［普門 淳］

高梁市立中央図書館
［福田 茂樹］

井原市美星図書館
［山本 高史］

笠岡市立図書館
［高見 俊行］

井原市芳井図書館
［山本 高史］

井原市井原図書館
［山本 高史］

県図協施設会員名簿（27年度）



郵便番号・住所 TEL
メールアドレス FAX

名称［代表者］

〒709-4292　美作市江見945 TEL  0868-75-0007

libsakuto@city.mimasaka.lg.jp FAX  0868-75-1118

〒707-0403　美作市東青野395 TEL  0868-78-3650

libhigashi@city.mimasaka.lg.jp FAX  0868-78-4568

〒719-0243　浅口市鴨方町鴨方2244-13 TEL  0865-44-7004

tosho@city.asakuchi.okayama.jp FAX  0865-44-7004

〒719-0104　浅口市金光町占見新田790-1 TEL  0865-42-6637

k_tosho@city.asakuchi.okayama.jp FAX  0865-42-6590

〒714-0101  浅口市寄島町16010 TEL  0865-54-3144

y_tosho@city.asakuchi.okayama.jp FAX  0865-54-3015

〒709-0422　和気郡和気町尺所2-7 TEL  0869-93-0433

waketosho@town.wake.lg.jp FAX  0869-92-9372

〒709-0521　和気郡和気町父井原430-1 TEL　0869-88-9112

saekitosho@town.wake.lg.jp FAX　0869-88-9008

〒701-0303　都窪郡早島町大字前潟370-1 TEL  086-482-1513

tosyo@town.hayashima.lg.jp FAX  086-482-4802

〒719-0301　浅口郡里庄町里見2621 TEL  0865-64-6016

slnet@slnet.town.satosho.okayama.jp FAX  0865-64-6017

〒714-1201　小田郡矢掛町矢掛2677-1 TEL  0866-82-2100

library@town.yakage.okayama.jp FAX  0866-82-9101

〒708-0324　苫田郡鏡野町竹田663-7 TEL  0868-54-7700

tosyo@town.kagamino.lg.jp FAX  0868-54-7755

〒709-4316　勝田郡勝央町勝間田207-4 TEL　0868-38-0250

shoolib@town.shoo.lg.jp FAX  0868-38-0260

〒708-1323　勝田郡奈義町豊沢441 TEL  0868-36-5811

tosho@town.nagi.okayama.jp FAX  0868-36-5855

〒709-3614　久米郡久米南町下弓削515-1 TEL  086-728-4322

library@town.kumenan.okayama.jp FAX  086-728-4323

〒709-3702　久米郡美咲町打穴下448-4 TEL  0868-66-7151

lib@town.misaki.okayama.jp FAX  0868-66-7152

〒708-1543　久米郡美咲町書副180 TEL  0868-64-7055

tosyo@town.misaki.okayama.jp FAX  0868-64-7547

〒709-3404　久米郡美咲町西川1001-7 TEL  0867-27-9012

libyoyaku@cyerry.net FAX  0867-27-9013

吉備中央町立かもがわ図書館 〒709-2398　加賀郡吉備中央町下加茂1073-1 TEL　0867-34-1115

［杉山 芳子］ kibitosho@town.kibichuo.okayama.jp FAX　0867-34-0401

吉備中央町立ロマン高原かよう図書館 〒716-1192　加賀郡吉備中央町豊野1-2 TEL　0866-54-1331

［杉山 芳子］ FAX　0866-54-1311

〒701-1331　岡山市北区高松稲荷712 TEL  086-287-3708

press@inari.ne.jp FAX  086-287-3709

〒719-0111　浅口市金光町大谷320 TEL  0865-42-2054

konko-library@konkokyo.or.jp FAX  0865-42-3134

〒700-0825　岡山市北区田町1-4-12 TEL  086-224-4688

mail@renjyoji.com FAX　086-221-7148

蓮昌寺仏教図書館
［村上 喬一］

最上図書館
［稲荷 日應］

奈義町立図書館
［岸本 和明］

久米南町図書館
［大家 浩三］

美咲町立中央図書館
［鈴鹿 滋］

美咲町立柵原図書館
［鈴鹿 滋］

美咲町立旭図書館
［鈴鹿 滋］

浅口市立寄島図書館
［原田 健次］

金光図書館
［金光 英子］

和気町立佐伯図書館
［山﨑 信行］

早島町立図書館
［枳穀 聖子］

和気町立図書館
［大田原 信隆］

鏡野町立図書館
［藤木 勝徳］

勝央図書館
［竹久 保］

里庄町立図書館
［中尾 茂男］

矢掛町立図書館
［妹尾 眞理子］

浅口市立鴨方図書館
［襟立 憲道］

浅口市立金光さつき図書館
［河手 秀夫］

美作市立作東図書館
［宮前 聖］

美作市立東粟倉図書館
［宮前 聖］

県図協施設会員名簿（27年度）
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郵便番号・住所 TEL
メールアドレス FAX

名称［代表者］

大学図書館

〒700-8530　岡山市北区津島中3-1-1 TEL  086-251-7304

fae7304@adm.okayama-u.ac.jp FAX  086-251-7314

〒719-1197　総社市窪木111 TEL  0866-94-2008

tosho@lib.oka-pu.ac.jp FAX  0866-94-2198

〒700-8516　岡山市北区伊福町2-16-9 TEL  086-252-5261

library@pluto.ndsu.ac.jp FAX  086-252-5216

〒700-8601　岡山市北区津島京町2-10-1 TEL  086-256-6657

     FAX  086-256-6657

〒700-0005　岡山市北区理大町1-1 TEL  086-256-8482

library@lib.ous.ac.jp FAX  086-256-9797

〒710-0292　倉敷市玉島長尾3515 TEL  086-523-0826

library@ksu.ac.jp FAX  086-523-0813

〒703-8258　岡山市中区西川原１-5-22 TEL  086-271-8134

lib@shujitsu.ac.jp FAX  086-271-8275

〒708-8511　津山市北園町50 TEL  0868-25-0677

library@mimasaka.ac.jp FAX  0868-22-7729

〒716-8508　高梁市伊賀町8 TEL  0866-22-7871

library@kiui.ac.jp FAX  0866-22-6427

〒703-8501　岡山市中区平井1-14-1 TEL  086-901-0637

library@sguc.ac.jp FAX  086-273-8192

〒701-0193　倉敷市松島288 TEL  086-464-1028

ifukulib@mw.kawasaki-m.ac.jp FAX　086-464-1024

〒712-8505　倉敷市連島町西之浦2640 TEL  086-440-1181

libs@libs.kusa.ac.jp FAX  086-440-1182

〒701-0197　岡山市北区庭瀬83 TEL  086-293-2874

clabo@cjc.ac.jp FAX  086-293-1049

〒710-8511　倉敷市有城787 TEL  086-428-2651

soumuka@owc.ac.jp FAX  086-429-0323

〒709-0863    岡山市東区瀬戸町観音寺721 TEL  086-908-0206

library@ipu-japan.ac.jp FAX  086-908-0290

〒718-8585　新見市西方1263-2 TEL  0867-72-0664

n-lib@niimi-c.ac.jp FAX  0867-72-0664

〒711-0937　倉敷市児島稗田町160 TEL  086-473-1794

lib@kurashiki-cu.ac.jp FAX  086-473-1857

諸　施　設

〒712-8046　倉敷市福田町古新田940 TEL  086-454-0015

lib501@kurashiki-oky.ed.jp FAX　086-454-0305

〒700-8570　岡山市北区内山下2-4-6 TEL  086-226-7554

gseimu@pref.okayama.lg.jp FAX  086-224-5866

〒716-1241　加賀郡吉備中央町吉川7545-11 TEL  0866-56-9101

kyoikuse@pref.okayama.lg.jp FAX　0866-56-9121

〒700-8556　岡山市北区厚生町3-1-15　 TEL  086-232-2260

occi@okayama-cci.or.jp FAX　086-225-3561

岡山商工会議所
［岡﨑 彬］

岡山県議会図書室
［石原 伸一］

岡山県総合教育センター
［近藤 治］

倉敷市立短期大学付属図書館
［三輪 千明］

ライフパーク倉敷市民学習セン
ター図書室［藤原 聡］

環太平洋大学附属図書館
［村上 尚徳］

新見公立大学附属図書館
［原田 信之］

川崎医療福祉大学附属図書館
［渡邉 進］

倉敷芸術科学大学図書館
［時任 英人］

中国学園図書館
［森上 敏夫］

岡山学院大学・岡山短期大学
図書館［原田 博史］

就実大学・就実短期大学図書
館［柴田 隆司］

美作大学図書館
［長谷川 勝一］

吉備国際大学・吉備国際大学短期大
学部附属図書館［古田 知久］

山陽学園大学・山陽学園短期大
学図書館［澁谷 俊彦］

くらしき作陽大学・作陽音楽短期大
学附属図書館［吉田 一成］

ノートルダム清心女子大学附
属図書館［加藤 正春］

岡山商科大学附属図書館
［大﨑 紘一］

岡山大学附属図書館
［沖 陽子］

岡山県立大学附属図書館
［山下 広美］

岡山理科大学図書館
［山本 英二］
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