開 館 時 間

図書館・公民館図書室等一覧
図書館（室）名

電話番号

所 在 地

植木図書館

272-6915

北区植木町岩野 238-1

城南図書館

0964-27-5945

南区城南町舞原 451-9

とみ あい図 書 館

357-4580

南区富合町清藤 400

プラザ図 書 館

355-7401

西区春日 1-14-1

東部公民館図書室

367-1134

東区錦ヶ丘 1-1

龍田公民館図書室

339-3322

北区龍田弓削 1-1-10

託麻公民館図書室

380-8118

東区長嶺東 7-11-15

幸田公民館図書室

379-0211

南区幸田 2-4-1

清水公民館図書室

343-9163

北区清水亀井町 14-7

秋津公民館図書室

365-5750

東区秋津 3-15-1

南部公民館図書室

358-1706

南区南高江 6-7-35

花園公民館図書室

359-1261

西区花園 5-8-3

北部公民館図書室

245-0046

北区鹿子木町 66

河内公民館図書室

276-0133

西区河内町船津 791

天明公民館図書室

223-0118

南区奥古閑町 2035

飽田公民館図書室

227-1195

南区会富町 1333-1

西部公民館図書室

329-7205

西区小島 2-7-1

五福公民館図書室

359-0500

中央区細工町 2-25

は あ も に い

345-2550

中央区黒髪 3-3-10

ア ク セ ス
●植木図書館
九州産交バス 五霊中学校前バス停下車 徒歩 5 分
●城南図書館
熊本バス 火の君文化センター前下車 徒歩 1 分
●とみあい図書館
産交バス・熊本バス「南区役所バス停」で下車
ＪＲ富合駅下車。徒歩１０分
●くまもと森都心プラザ図書館
ＪＲ・市電・バス（各社）「熊本駅（前）」下車徒歩３分

熊本市立図書館・とみあい図書館

火～金・・・・・・・・・・・・・・・・・・午前９時半～午後７時
土曜・日曜・祝日・・・・・・・・・・・午前９時半～午後６時
植木図書館

６月～９月（火～金）・・・・・・・午前９時半～午後７時
１０月～５月（火～金）・・・・・・・午前９時半～午後６時
土曜・日曜・祝日・・・・・・・・・・・午前９時半～午後６時
城南図書館 ・ くまもと森都心プラザ図書館

月曜～土曜・・・・・・・・・・・・・午前９時半～午後８時
日曜・祝日・・・・・・・・・・・・・・午前９時半～午後６時
公民館図書室（14 室）

火曜～日曜・祝日・・・・・・・・・・午前９時半～午後５時
男女共同参画センター はあもにい

月曜～日曜、祝日・・・・・・・午前９時～午後７時

休 館 日
熊本市立図書館・植木図書館・とみあい図書館・公民館図書室
●月曜（月曜が祝日の場合は翌平日） ●特別整理日
●年末年始
●室内整理日（公民館図書室のみ）
・西部、東部、北部、天明・・・・・・・・・・・・ 毎月第２木曜
・花園、飽田、幸田、託麻、清水・・・・・・・ 毎月第３木曜
・五福、河内、南部、秋津、龍田・・・・・・・ 毎月第４木曜
城南図書館
●毎月第４水曜日（第４水曜日が祝日の場合は翌平日）
●特別整理日 ●年末年始
くまもと森都心プラザ図書館
●毎月第３水曜日（第３水曜日が祝日の場合は翌平日）
●特別整理日 ●年末年始
男女共同参画センター はあもにい
●毎月第２・４月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）
●特別整理日 ●年末年始

URL http://www2-library.kumamoto-kmm.ed.jp/
toshokan@city.kumamoto.lg.jp

本を探す

図書館カードの登録
●本を借りるときは「図書館カード」が必要です。 熊本市内にお住まいか、通
勤通学及び図書資料の貸出に関する協定を締結している市町村にお住ま
いの方ならどなたでも図書館カードを作成できます。（無料）
●住所確認のために健康保険証、運転免許証、学生証、郵便物などの提示
が必要です。
●「図書館カード」または熊本市立の小・中学校発行の「図書利用カード」は、
各図書館・移動図書館・公民館図書室（14 室）・男女共同参画センターは
あもにいでご利用できます。
「図書館カード」の発行は、上記いずれかの窓口にお越しいただき申込みく
ださい。

借

●「借りたい本」と「図書館カード」を一緒に貸出
カウンターへお持ちください。
●貸出冊数・期間は、下記のとおりです。
館 （室）

冊 数

図書館・公民館図書室
男 女共 同参画セン ター
はあもにい

合計１０冊以内

予

約

●図書館（室）に所蔵している本で、貸出中または他館（室）にある本は予約
することができます。（全館合わせて一人 10 冊以内）
●受取り館（室）を指定して、その館（室）で受取ることができます。

期 間
２週間以内
次回巡回日まで

す

●「返す本」を返却カウンターまでお持ちください。
※返却する際は、図書館カードは必要ありません。
※どこの図書館（室）でも返却することができます。
●閉館のときは、返却ポストをご利用ください。
●返却の際、図書資料の汚損・破損しだいでは
弁償していただく場合があります。（本は大切に取り扱いましょう）
●弁償になったときは必ず職員にご相談下さい。
同一の資料での弁償となります。同一の資料が入手できないときは、当該資
料の台帳記載価格以上で内容が類似の資料での弁償となります。
●弁償中は資料の貸出はできません。
※紛失の場合は弁償になります。

促

●返却予定日を過ぎた利用者の方には、「督促ハガキ」「Ｅメール」又は「電話」
での督促を行います。
※返却予定日までには本を返しましょう！！

●熊本市及び熊本県に関する図書や歴史資料、地域資料、事典、辞典、
名鑑、目録、年鑑、年報、白書、地図等を備えています。
●情報データベース（熊日等）もご利用できます。（本館・城南・プラザ）

視聴覚（本館のみ）

※植木・とみあいは貸出のみ（1 週間）

●ビデオ、ＤＶＤの視聴ができます。（２席／無料）
●団体には、映写機やビデオなどをお貸しします。（無料）
貸出しは３日間です。（２ヶ月前より事前予約可）

熊本市立図書館ホール（２階）

●資料の検索・予約、貸出状況や予約状況の確認ができます。
●メールアドレス・パスワードの登録や変更ができます。
●携帯電話等からも資料の検索・予約ができます。
●知りたい情報を単語等で登録すると最新の新着情報をメールでお知らせ
する「ＳＤＩ」サービスもご利用できます。
※利用するには、図書館カードの登録が必要です。
●図書館内に開放端末を設置しています。(プラザ図書館を除き３０分／無料)
＜利用に当たっては＞
①調べもの
②予約や貸出状況確認等
上記以外での利用はできません。

コピーサービス（図書館のみ）
●図書館の資料に限り、著作権法の範囲内でコピーができます。
（利用申込みが必要）
☺白黒コピー （１枚）・・・・・・・・・・・・・・10 円
☺カラーコピー （１枚）・・・・・・・・・・・・・30 円
☺マイクロフィルム （１枚）・・・・・・・・・・40 円

郵送貸出（本館のみ）
●身体が不自由で、図書館への来館が困難な方は、ご自宅までご希望の資料
を郵送します。
※一回に 8 冊以内（重量３kg 以内）で、期間は 30 日以内。

団体貸出（図書館のみ）
督

郷土・参考資料室

調べもの（レファレンス）

インターネットサービス

●セルフ貸出機を設置しています。 （本館・植木・城南・プラザ・東部）
ご利用後は必ずレシートで貸出冊数・返却予定日をご確認ください。
●延滞の本がある場合、延滞本を返却するまでは、新たに貸出しできません。
●貸出延長は、Web からのみ１回限りで、延長した日から、２週間になります。
ただし、予約がかかった資料、延滞資料がある場合は延長できません。

返

●自分で調べることができます。
検索したものを予約することもできます。

メールアドレ
ス・パスワード
の登録や変更、
予約・予約状況
の確認もでき
ます。

●調べたいことがあるときは、ご相談ください。
疑問や知りたい情報等がわかる資料を探す
お手伝いをします。

り る

移動図書館

こちらもご利用ください

こんなサービスがあります

はじめてご利用の方へ

●対象者・・・市内の地域団体・社会教育団体その他これに類する団体
●団体貸出申込書を提出し、登録を受けてください。
●貸出冊数・・・３００冊を限度とする。
●貸出期間・・・２ヶ月以内
※詳細は職員にお尋ね下さい。

●利用申込みは、使用日の属する 3 ヶ月前から使用日の 7 日前まで受付け
ます。
●座席数 273 席
※使用料等については、ホームページまたは市立図書館事務室へお問い
合わせください。

移動図書館車（ひまわり号）
●市内 22 ヵ所に移動図書館車（ひまわり号）が、
毎月 2 回巡回しています。「ひまわり号」以外でも
「わかくさ号」（植木方面）・「ひのきみ号（城南・富合方面）を巡回しています。
※巡回日程等については、図書館だよりまたはホームページをご覧ください。

催し物
●市立図書館では、定期的に「おはなし会」「紙芝居」「映画会」「図書館講
座」「ボ ランティア養成講座」等を開催しています。
他の図書館でも、いろんなイベントを開催しています。
※詳しくは、市政だより、図書館だより、ホームページをご覧ください。

公民館図書室等
●図書館、市内 14 ヵ所の公民館図書室等（裏面に一覧を掲載）

返却ポスト
●図書館・公民館図書室等及び中央区役所・東区役所に返却ポストを設置
しています。詳細は職員にお尋ね下さい。
●返却処理は翌日になることもあります。
●中央区役所・東区役所の返却ポストに返される場合は、返却した曜日によ
って返却処理日が異なります。

サービススポット
●市役所議会棟２階の議会図書室で市内図書館（室）の予約本の受取・返
却ができます。
※予約申込みや議会図書室所蔵資料の貸出しはできません。

