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あら便利！

資料相互返却サービス
①岡山県立図書館で借りた資料を、市町村図書館（室）経由で返却
近くの市町村図書館（室）から

②市町村図書館（室）で借りた資料を、岡山県立図書館経由で返却

岡山県立図書館へ

県立図書館へ返

岡山県立図書館から
○○市（町村）図書館

返却処理

してください。

市町村図書館（室）へ
返却処理

へ返してください。

搬送に１週間程度かかります

搬送に１週間程度かかります

※市町村図書館（室）の資料を別の市町村立図書館（室）へは返却できません。このサービス
を利用できる施設は裏面に記載してあります。
岡山市立中央・幸町・浦安総合公園・足守・伊島図書館・西大寺緑花公園緑の図書室および
岡山大学附属図書館・岡山大学附属図書館鹿田分館は利用できません。ご了承ください。
お問合せ先

岡山県立図書館

086-224-1288

各市町村図書館（室）

裏面参照

下の用紙に記入して、資料と一緒にカウンターへお出しください。この用紙は、各図書館（室）にもありますが、
予めご記入いただきお持ちいただくとカウンターでの返却がスムーズです。（HP からダウンロードできます。）
キ

リ ト リ

セ ン

岡 山 県 立 図 書 館 への返 却 資 料 票
下記の注意事項をご了解の上、ご利用ください。

①太枠の中を記入し、資料と共に図書館等のカウンター職員へ直接渡し、返却資料
冊数の確認をしてもらってください。（ブックポストへは入れないでください。）
②県立図書館に本が届くまで返却処理はできません。搬送中は新たな貸出しや予約
ができない場合があります。
③返却の確認及び延長手続きは岡山県立図書館までお尋ねください。
氏

名

県 立 の利 用 者 カード番 号
または電 話 番 号

返 却 資 料 冊 数 （点 数 ）
市町村図書
館 （室 ）名

受渡日

平成

年

月

日

資料相互返却

参加施設一覧

これらの施設を経由して県立図書館の資料を返却することができます。※窓口で用紙の記入が必要です。
また、これらの施設で借りた資料を県立図書館を経由して返却することができます。
※市町村図書館（室）の資料を他の市町村図書館（室）に返すことはできません。
平成２９年４月１日現在

市町村名

図 書 館 名
岡山市立建部町図書館
岡山市立御津図書館
岡山市
岡山市立瀬戸町図書館
岡山市立灘崎図書館
倉敷市立中央図書館
倉敷市立児島図書館
倉敷市立玉島図書館
倉敷市 倉敷市立水島図書館

電話番号
0867-22-4555
0867-24-1712
086-952-4531
08636-2-5277
086-425-6030
086-472-4847
086-526-6011
086-446-6918
ライフパーク倉敷市民学習センター図書室 086-454-0015
倉敷市立船穂図書館
086-552-9300
倉敷市立真備図書館
086-698-9393
津山市立図書館
0868-24-2919
津山市立加茂町図書館
0868-42-7032
津山市
津山市立久米図書館
0868-57-3444
津山市立勝北図書館
0868-36-8622
玉野市 玉野市立図書館
0863-31-3712
笠岡市 笠岡市立図書館
0865-63-1038
井原市井原図書館
0866-62-0822
井原市 井原市芳井図書館
0866-72-1702
井原市美星図書館
0866-87-3123
総社市図書館
0866-93-4422
総社市 総社市清音公民館
0866-94-0131
山手公民館
0866-93-1241
高梁市図書館
0866-22-2912
高梁市立成羽図書館
0866-42-2589
高梁市 高梁市川上図書室
0866-48-2203
高梁市有漢図書室
0866-57-2013
高梁市備中図書室
0866-45-4515
新見市立中央図書館
0867-72-2826
新見市立哲西図書館
0867-94-2110
新見市 新見市おおさ総合センター 0867-98-2304
新見市神郷生涯学習センター 0867-92-6110
新見市立哲多総合センター 0867-96-2010
備前市立図書館
0869-64-1134
備前市 備前市立図書館日生分館 0869-72-1006
備前市立図書館吉永分館 0869-84-2605
瀬戸内市民図書館
0869-24-8900
瀬戸内市 瀬戸内市牛窓図書館
0869-34-5663
瀬戸内市長船図書館
0869-26-2501
参加館

計 ８４ 館

（県立図書館含む）

市町村名
赤磐市

真庭市

美作市

浅口市

和気町
早島町
里庄町
矢掛町
新庄村
鏡野町

図 書 館 名
赤磐市立中央図書館
赤磐市立赤坂図書館
赤磐市立熊山図書館
赤磐市立吉井図書館
真庭市立久世図書館
真庭市立勝山図書館
真庭市立蒜山図書館
真庭市立落合図書館
真庭市立北房図書館
真庭市立美甘図書館
真庭市立湯原図書館
美作市立中央図書館
美作市立英田図書館
美作市立大原図書館
美作市立作東図書館
美作市立東粟倉図書館
美作市勝田図書館
浅口市立鴨方図書館
浅口市立金光さつき図書館
浅口市立寄島図書館
金光図書館
和気町立図書館
和気町立佐伯図書館
早島町立図書館
里庄町立図書館
矢掛町立図書館
新庄村公民館
鏡野町立図書館
泉公民館
上齋原公民館
鏡野町立富教育歴史資料館図書室

勝央町
奈義町
西粟倉村
久米南町

勝央図書館
奈義町立図書館
西粟倉村こども図書館
久米南町図書館
美咲町立中央図書館
美咲町 美咲町立旭図書館
美咲町立柵原図書館
かもがわ図書館
吉備中央町
ロマン高原かよう図書館
岡山県立大学附属図書館
美作大学図書館
大学
新見公立大学附属図書館
山陽学園大学・山陽学園短期大学図書館

電話番号
086-955-0076
086-957-2212
086-995-1273
086-954-9200
0867-42-7203
0867-44-2012
0867-66-7880
0867-52-3315
0866-52-5220
0867-56-2611
0867-62-2011
0868-72-1135
0868-74-3104
0868-78-3111
0868-75-0007
0868-78-3650
0868-77-1700
0865-44-7004
0865-42-6637
0865-54-3144
0865-42-2054
0869-93-0433
0869-88-9112
086-482-1513
0865-64-6016
0866-82-2100
0867-56-3022
0868-54-7700
0868-52-2005
0868-44-2222
0867-57-2022
0868-38-0250
0868-36-5811
0868-79-2116
0867-28-4322
0868-66-7151
0867-27-9012
0868-64-7055
0867-34-1115
0866-54-1331
0866-94-2008
0868-25-0677
0867-72-0634
086-272-6254

