（別紙１）

熊本県内公共図書館一覧

令和３年(2021年)４月１日現在
番号
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図書館名・館長名

熊本県立図書館
館長 吉永 明彦
熊本市立図書館
館長 大谷 修一郎
くまもと森都心プラザ図書館
館長 石本 美夏
熊本市立植木図書館
館長 橋本 忠
熊本市立城南図書館
館長 松田 淳
熊本市立とみあい図書館
館長 水町 美延
八代市立図書館
館長 小出 泰子
八代市立図書館せんちょう分館

館長 小出 泰子
八代市立図書館かがみ分館

館長 小出 泰子
人吉市図書館
館長 立山 健介
荒尾市立図書館
館長 高木 知宏
水俣市立図書館
館長 松元 草也
玉名市民図書館
館長 芦村 伸也
玉名市岱明図書館
館長 芦村 伸也
玉名市横島図書館
館長 芦村 伸也
玉名市天水図書館
館長 芦村 伸也
山鹿市立ひだまり図書館
館長 井上 欣也
山鹿市立こもれび図書館
館長 井上 欣也
菊池市中央図書館
館長 安永 秀樹
菊池市泗水図書館
館長 安永 秀樹
菊池市七城図書館
館長 安永 秀樹
菊池市旭志図書館
館長 安永 秀樹
宇土市立図書館
館長 久多見 さとみ
上天草市立中央図書館
館長 濵岡 祐功

上天草市立龍ヶ岳図書館

館長 濵岡 祐功
宇城市立中央図書館
28
館長 松﨑 美保

所

〒862-8612
熊本市中央区出水２－５－１
〒862-0971
熊本市中央区大江６－１－７４
〒860-0047
熊本市西区春日１－１４－１
〒861-0136
熊本市北区植木町岩野２３８－１
〒861-4214
熊本市南区城南町舞原４５１番地９

〒861-4151
熊本市南区富合町清藤４００
〒866-0865
八代市北の丸町２－３５
〒869-4703
八代市千丁町新牟田１４２８－２
〒869-4202
八代市鏡町内田４６８－１
〒868-0015
人吉市下城本町１５７８－１
〒864-0032
荒尾市増永６３３
〒867-0065
水俣市浜町２－１０－２６
〒865-0051
玉名市繁根木８８－１
〒869-0222
玉名市岱明町野口２１２９
〒865-0072
玉名市横島町横島３８１０
〒861-5401
玉名市天水町小天７２３７番地１
〒861-0331
山鹿市鹿本町来民６８６－１
〒861-0501
山鹿市山鹿９８７－３
〒861-1331
菊池市隈府８７２－１
〒861-1205
菊池市泗水町福本３０５－１
〒861-1353
菊池市七城町甲佐町７２－１
〒869-1295
菊池市旭志小原２４０
〒869-0445
宇土市浦田町１３１－１
〒861-6102
上天草市松島町合津４２７６－４４

上天草市立大矢野森記念図書館 〒869-3602

館長 濵岡 祐功
上天草市立姫戸図書館
26
館長 濵岡 祐功
27

住

℡/FAX
096-384-5000
096-385-4214
096-363-4522
096-372-4252
096-355-7400
096-355-7411
096-272-6915
096-272-6916
0964-27-5945
0964-27-5946
096-357-4580
096-311-3056
0965-32-3385
0965-33-8982
0965-46-1901
0965-46-1902
0965-52-5567
0965-52-1483
0966-24-3518
0966-24-4329
0968-63-2379
0968-63-2379
0966-63-8401
0966-84-9119
0968-75-1315
0968-75-1170
0968-57-0045
0968-57-0045
0968-84-6111
0968-84-6112
0968-82-3600
0968-82-3602
0968-46-1310
0968-46-1312
0968-43-1082
0968-41-5745
0968-25-1111
0968-25-1112
0968-25-1115
0968-38-7033
0968-25-1580
0968-26-5171
0968-25-3332
0968-23-3077
0964-22-4512
0964-22-0999
0969-56-0777
0969-52-8105
0964-56-3363
0964-56-3363
0969-58-2525

休館日・開館時間
火、月末最終金曜日、年末年始、特別整理

9:30～19:00（土日祝～17:15）
月、室内整理日、年末年始、特別整理

9:30～19:00（土日祝～18:00）
第３水、年末年始、特別整理
9:30～20:00（日祝～18:00）
月、年末年始、特別整理
9:30～19:00（土日祝～18:00）
第４水、年末年始、特別整理
9:30～20:00（日祝～18:00）
月、年末年始、特別整理
9:30～19:00（土日祝～18:00）
第４水、年末年始、特別整理
9:30～20:00（土日祝～19:00）
第２火、年末年始、特別整理
9:30～18:00（土日祝～18:00）
第４水、年末年始、特別整理
9:30～18:00（土日祝～18:00）
月、年末年始、特別整理
9:00～17:00
水、月末、年末年始、特別整理
9:30～18:30（日9:00～17:00）
月、第４木、年末年始、特別整理
9:00～19:00（土日～17:00）
月、第１木、年末年始、特別整理
火・木10:00～19:00（水金土日祝～18:00）

月、第４木、祝日、年末年始、特別整理

10:00～18:00
金、第４水、年末年始、特別整理
11:00～19:00（土日祝10:00～18:00）
水、第４月、年末年始、特別整理
10:00～18:00
月、年末年始、特別整理
10:00～18:00（土日祝～17:00）
水、年末年始、特別整理
10:00～19:00（土日祝～17:00）
月、年末年始、特別整理
9:00～19:00（土日～17:00）
月、年末年始、特別整理
10:00～18:00（土日～17:00）
月、年末年始、特別整理
10:00～18:00（土日～17:00）
月、年末年始、特別整理
10:00～18:00（土日～17:00）
木、祝日、年末年始、特別整理
9:30～18:00（土日～17:00）
月、月末、年末年始、特別整理
10:00～18:00（土日祝～17:00）
月、月末、年末年始、特別整理
10:00～18:00（土日祝～17:00）
月、月末、年末年始、特別整理

上天草市大矢野町上１５３９
〒866-0101
上天草市姫戸町姫浦３３８４－５ 0969-58-2334 10:00～17:00
0969-62-0930 月、月末、年末年始、特別整理
〒866-0202
上天草市龍ヶ岳町高戸１４１２
0969-62-0299 10:00～17:00
0964-32-6211 月、第３金、月末、年末年始、特別整理
〒869-0552
宇城市不知火町高良２３５２
0964-32-6213 10:00～18:00（土日祝～17:00）

番号

29

図書館名・館長名

31

36

休館日・開館時間

0964-53-1851 10:00～18:00（土日祝～17:00）

天草市立御所浦図書館

宇城市三角町波多２１９－１
〒869-0624
宇城市小川町江頭８０
〒861-4392
宇城市豊野町糸石３５１６－１
〒869-2612
阿蘇市一の宮町宮地２３８３
〒869-2301
阿蘇市内牧９７６－２
〒863-0034
天草市浄南町４－１５
〒863-1901
天草市牛深町１６０
〒866-0313

館長 森 慈英

天草市御所浦町御所浦３５２５－２

宇城市立中央図書館小川分館

館長 松﨑 美保
宇城市立中央図書館豊野分館

天草市立牛深図書館

館長 坂田 文香

〒863-1202
天草市河浦町河浦５２５３
館長 佐々木 明子
合志市西合志図書館
〒861-1104
38
合志市御代志１６６１－２６５
館長 髙本 孝一
合志市ヴィーブル図書館
〒861-1116
39
合志市福原２９２２
館長 髙本 孝一
合志市泉ヶ丘市民センター図書館 〒861-1112
40
合志市幾久富１９４７－７
館長 髙本 孝一
南関町立図書館
〒861-0803
41
玉名郡南関町大字関町１３１９
館長 谷口 慶志郎
長洲町図書館
〒869-0123
42
玉名郡長洲町大字長洲２７６０
館長 加藤 可子
大津町立おおづ図書館
〒869-1233
43
菊池郡大津町大津１１７１
館長 市原 紀幸
菊陽町図書館
〒869-1102
44
菊池郡菊陽町大字原水１４３８－１
館長 川端 慎一
御船町立図書館
〒861-3204
45
上益城郡御船町大字木倉１１６８
館長 上杉 奈緒子
益城町図書館
〒861-2242
46
上益城郡益城町木山２３６
館長 西山 広成
山都町立図書館
〒861-3514
47
上益城郡山都町城原１６９－１
館長 本田 潤一
山都町立図書館蘇陽分館
〒861-3913
48
上益城郡山都町今５００
館長 本田 潤一
山都町立図書館清和分館
〒861-3811
49
上益城郡山都町大平３０６－１
館長 本田 潤一
氷川町八火図書館
〒869-4608
50
八代郡氷川町宮原栄久６９－１
館長 三枝 卓也
芦北町立図書館
〒869-5442
51
芦北郡芦北町大字花岡１６４７
館長 志水 哲治
錦町図書館
〒868-0302
52
球磨郡錦町大字一武１５８７－１
館長 毎床 三喜男
あさぎり町生涯学習センター図書館 〒868-0408
53
球磨郡あさぎり町免田東１７７４
館長 米良 隆夫
あさぎり町深田校区公民館図書館 〒868-0444
54
球磨郡あさぎり町深田西955-1
館長 米良 隆夫
37

℡/FAX

0964-53-1849 月、第３金、月末、年末年始、特別整理

館長 松﨑 美保
阿蘇市立一の宮図書館
32
館長 藤井 栄治
阿蘇市立阿蘇図書館
33
館長 藤井 栄治
天草市立中央図書館
34
館長 髙森 敦子
35

所

〒869-3205

宇城市立中央図書館三角分館

館長 松﨑 美保
30

住

天草市立河浦図書館

0964-43-5111 月、第３金、月末、年末年始、特別整理
0964-42-9010 10:00～18:00（土日祝～17:00）
0964-45-3205 月、第３金、月末、年末年始、特別整理
0964-45-3205 10:00～18:00（土日祝～17:00）
0967-22-2916 月、月末、年末年始、特別整理、祝日
0967-22-3819 9:00～18:00（土日～17:00）
0967-32-0067 月、月末、年末年始、祝日、特別整理
0967-32-3744 9:00～18:00（土日～17:00）
0969-23-7001 月、年末年始、特別整理
0969-23-7013 9:00～19:00（土日～17:00）
0969-74-7100 月、年末年始、特別整理
0969-74-7200 9:00～17:00（土日～17:00）
0969-67-3931 月、年末年始、特別整理
0969-67-3993 9:00～17:00（土日～17:00）
0969-74-8111 月、年末年始、特別整理
0969-74-8112 9:00～17:00（土日～17:00）
096-242-5555 月、月末、年末年始、特別整理
096-242-2817 10:00～18:00（土～20:00）
096-248-5754 月、月末、年末年始、特別整理
096-247-1355 10:00～18:00
096-247-1315 月、月末、年末年始、特別整理
096-247-1315 10:00～18:00
0968-53-3746 月、月末、祝日、年末年始、特別整理
0968-53-0071 10:00～18:00（日9:00～17:00）
0968-69-2060 月、年末年始、特別整理
0968-69-2520 10:00～18:00
096-294-8011 月、第１金、年末年始、特別整理
096-294-8033 9:00～18:00（水～20:00）
096-232-0404 火、第３水、年末年始、特別整理
096-232-7761 10:00～18:00（木～20:00）
096-282-0888 月、年末年始、特別整理
096-282-0894 9:30～17:00
096-287-8411 月、第３金、年末年始、特別整理
096-287-8422 10:00～18:00（水曜日 12:00～20:00）
0967-73-1616 月、月末、年末年始、祝日、特別整理
0967-73-1888 10:00～18:00（土日～17:00）
0967-73-2755 月、月末、年末年始、祝日、特別整理
0967-73-2756 10:00～18:00（土日～17:00）
0967-82-3033 月、月末、年末年始、祝日、特別整理
0967-82-3033 10:00～18:00（土日～17:00）
0965-62-3489 月、祝、年末年始
0965-62-3491 10:00～18:00（木～20:00）（土日～17:00）
0966-82-2213 月、年末年始
0966-82-2631 10:00～18:00（水～20:00）（土日～17:00）
0966-38-3420 年末年始
0966-38-3420 10:00～18:00
0966-45-7288 月、年末年始
0966-45-7227 火木金9:00～19:00（水土日～17:00）
0966-45-0665 月、年末年始
0966-45-3738 9:00～17:00

