
三重県立図書館ま
へのサービスのご案内



インターネットからお近くの図書館や公民館などの施設を受取場所に指定して､本の貸出や予約の申し込みができ

ます｡お近くの施設で受け取った本は､その施設で返却いただけます｡

○利用登録が必要です

県立図書館のメインカウンターのほか､メールでも受け付けています｡詳しくは図書館ホームページでご確認

いただくか､お問い合わせください｡

なお､資料貸出券をお持ちでない方や有効期限が切れている方は､貸出券の申請･更新手続きが必要です｡

○県立図書館の窓口で直接借りる場合と異なる点があります｡ご注意ください｡
･貸出冊数: 5冊まで(県立図書館の窓口での貸出分を含めて)

･貸出期間: 30日(往復の搬送期間を含みます)

･貸出期間の延長:ご利用いただけません

※お申し込みへの回答は翌日以降になります｡

※本が指定した場所に到着するまでに1週間程度かかります｡受取場所に到着後､ 1週間程度経過しても受け

取りがなかった場合は､県立図書館へ返送されます｡

※本の返却は､必ず受取場所の窓口へお願いします｡

※本を受取場所に返却されても､県立図書館に到着するまでは貸出中と同じ扱いとなります｡新たに本を借り

ようとする場合はご注意ください｡

お近くの図書館を通じて県立図書館の本を取り寄せることができます｡

詳しい利用方法は図書館によって異なります｡

お近くの図書館でお尋ねください｡

菰野町図書館(平成20年4月開館)　　　　　　熊野市立図書館(平成21年10月新館オープン)

○県立図書館で借りた本をお近くの図書館で返すことができます｡

県立図書館の窓口で直接借りた県立図書館の本であれば､お近くの図書館や公民館などで返却できます｡ただし､

次のことをお守りください｡

･本は必ず図書館等の窓口へお持ちください｡ブックポストには入れないでください｡

･県立図書館の窓口で借りた本であっても､ほかの図書館から借り受けた本は､県立図書館へ直接お返しください｡

･本を搬送する都合上､通常の返却日の4日前までにお返しください｡

･返却の際には､県立図書館やお近くの図書館等にある｢三重県立図書館資料返却票｣に必要事項をど記入のうえ､

返却される本及び県立図書館の貸出券とともにご持参ください｡返却票は､ホームページからもダウンロードで

きます｡



受取施設一覧(平成22年4月現在)

開館時間および休館日は施設により異なりますのでご注意ください｡

地_滅 劍郢�ﾙkﾂ�

･■.:桑名市 劍ﾄｹkﾈ�9zy(h匯�ﾘ��ｭ��

ふるさと多度文学館 

長島輪中図書館 
･…轟名郡 劔m��ﾙji*ﾉfｹYHﾏij���

･.■■い.なべ市 劍*(,�-x�9fｹ���ﾘ��ｭ��*(,�7育8什]��ﾘ��ｭ��

いなベ市大安図書館 

いなベ市藤原図書館 
■員弁郡 劔8ﾈ什*ﾉzy�ﾘ��ｭ��

;≡..四日市市 劍賈?ｨ�8�9zy�ﾘ��ｭ��

あさけプラザ図書館 

楠公民館図書室 

...≡.三重郡.■… 劍ﾍInﾉ*ﾉ�ﾘ��ｭ��

あさひライブラリー 

川越町あいあいセンター図書室 

･鈴鹿串..i; 劔~俾ﾘ�9zy�ﾘ��ｭ��

■■■亀山市... 劍ｵH�(�9zy�ﾘ��ｭ��

関文化交流センター 

･.‥■華 ���r�� 倅�Hﾊyzy�ﾘ��ｭ��

津市河芸図書館 

津市芸濃図書館 

津市美里図書館 

津市安濃図書館 

津市久居ふるさと文学館 

津市きらめき図書館 

津市一志図書館 

津市うぐいす図書館 

津市八知公民館 

津市伊勢地公民館 

津市下之川公民館 

津市多気公民館 

津市竹原公民館 

津市太郎生公民館 

津市八幡公民館 

三重大学図書館 

~地域- 劍郢�ﾙkﾂ�

松阪市 � 傴ﾈﾞ8�8鉙ﾞ9�ﾘ��ｭ��

松阪市嬉野図書館 

三雲公民館図書室 

教育委員会飯高事務所 

伊勢市 劍嫌�育9zx嫌���ﾘ��ｭ��

伊勢市立小俣図書館 

二見公民館 

伊勢市御薗こども広場 

(伊勢市ハートプラザ御薗内) 

多気郡 劔�ﾘｴ9*ﾉzy�ﾘｴ9�ﾘ��ｭ��

明和町立図書館 

大台町立図書館 

度会郡 劍ｼｨ��*ﾉ�ﾘ��ｭ��

大紀町中央公民館 

度会町中央公民館 

(南伊勢町)愛洲の館 

南伊勢町教育委員会 

鳥羽市.■. 劔+�育9zy�ﾘ��ｭ��

志摩市■■.. 剳l島生涯学習センター 

教育委員会大王支所 

志摩市立図書館 

志摩市立図書館志摩図書室 

志摩市立図書館磯部図書室 

名張市■ 劔kﾉ*8�9zy�ﾘ��ｭ��

伊賀市.≡ 刪ﾉ賀市上野図書館 

伊賀市島ヶ原会館 

伊賀市大山田教育センター 

大山田図書室 

伊賀市青山公民館図書室 

伊賀市阿山公民館 

尾鷲市■ 劔Oi��9zy�ﾘ��ｭ��
■北牟婁如 劍ｴ冉ｹ*ﾉzy8ﾉ+y8xﾏij���

紀北町町民センター図書室 

熊野市 劍ﾄinﾈ�9zy�ﾘ��ｭ��

南牟婁郡- 劍ﾎIVﾉ*ﾉ(h匣ﾏij���

紀宝町立鵜殿図書館 

【受取施設一覧表】 http://www.milai.pref.mie.jp/mie-lib/WebOPAC/uketori.html

【三重県立図書館資料返却票】
http ://www･ milai. pref.mie.j p/mie -lib/info /index. html# aO 3

第l号様式

三重県立図書館資料返却票
･三重県立図書館で直接貸出を受けた資料を､三重

県立図書館以外の施設で返却される場合は､この返
却票の県立図書館碇認:噴El及び利周老枠の太枠内の
事項をあらかじめご記入のうえ､返却を取り扱う施

設へ資料とともにお持ちください.
･返却を受付できるのは､オンライン予約配送サー

ビス(e-Booking)で受取場所となっている施設の

みとなりますハ　それ以外の施設では受付できません
のでご注意ください(
･返却される資料は必ず施設の窓口へお持ちにな

り､県立図書館で借りた資料である旨を青い添えて
ください｡ブックポストへ返却ざれても受付できま
せん｡

(県立図書館確認項目)
窓口手渡日 僖霾�?｢�
三重県立図書館 資料貸出券番号 湯� �� �� �� ��

資料番号① ㍍蒜ド② ③ ④ ⑤ �� �� �� �� ��

返却冊数 俘xﾇhﾟｲ�

取扱施設確認

(利用者控)
窓口手渡日 僖霾�?｢�
三重県立図書館 資料貸出券番号 等9��

返却冊数 俘xﾇhﾟｲ�

取扱施設確認

･返却票の記載事項を確認し､この受領書をお渡し

します｡控えとなりますので､必ずお受け取りくだ
さい｡
･取扱施設の窓口へ退却しても､三重県立図書盤で

の返却処理が完了するまでは貸出扱いとなります(

次の資料をお借りになられる際､場合によっては貸
出ができないことがありますのでご注意ください｡
なお､取扱施設から三重県立図書館への返送にかか
る期間は1週間程度です｡
･その他､ご不明の点は三重県立図書館までお問い

合わせください｡

〔お問い合わせ先〕　三重県立図書館
〒514JOO61津市一身田上津都田1234

TEL 059-233-1180　FAX 059-233-1190

インターネットを利用して､パソコンや携帯電話から蔵書の検索や予約などのサー

ビスが利用できます｡

○蔵書検索･予約

県立図書館が所蔵する本の検索のほか､検索した本への予約ができます｡

○貸出状況照会/予約照会

｢貸出状況照会｣では､借りている本の一覧と返却期限の照会が､ ｢予約照会｣

では､予約中の本の一覧と予約順位の照会が､それぞれ行えます｡

これらのサービスをご利用いただくためには利用登録(パスワード発行)が必要です｡

ご登録いただくと､ ｢パスワードの変更｣や図書館からの｢連絡用メールアドレスの登録･変更｣

の手続きがインターネットで行えます｡予約された本が確保できたときの連絡などに便利です｡



寿昭済案内　開館時間　9時～19時

休　館　日　毎週月曜日(祝日の場合は開館)､祝日の翌日(土･日･祝日の場合は開館)､

毎月末日(その日が土･日･祝日の場合は､その直前の平日)､年末年始･特別整理期間

交通葉肉 鉄　　道　｣R･近鉄津駅西口下車

バ　　ス　三重交通定期バス津駅西口から約5分､ ｢総合文化センター｣下車

徒　　歩　津駅から約25分

タクシー　津駅から約5分

自家用車　伊勢自動車道芸濃インターから約15分､津インターから約10分

- ､∴　　　　一

資料貸出券が必要です｡有効期間は3年間､

郵送でも作成いただけます｡

奉を備優る⑳予約する
1人5冊まで､ 15日間借りることができます｡

また､貸出期間は､ 1回に限り延長できます｡

延長のお申し込みは電話でも受け付けています(資料貸出券をご用意ください｡他の方の予約

がある場合は､延長できません)0

~･_　･､　_. ･-　∴　　･

県立図書館では､本や資料､必要な情報を探すお手伝いをしています0

お気軽にご相談ください｡

なお､医療･健康相談､法律相談､身上相談､古書類等の鑑定及び価格調査

などは承ることができませんのでご注意ください｡

郵送で資料貸出券を作る　初めて資料貸出券を作る場合､資料貸出券の有効期限が過ぎて

更新手続きが必要な場合､いずれも郵送で手続きができます｡

県立図書館のホームページから｢資料貸出券交付申請書｣をダウンロードのうえ､印刷してください｡

申請書に必要事項を記入し､ご住所の確認できる証明書(運転免許証､健康保険証など)の写しと､

380円分(簡易書留)の切手を貼付し､ご自身のあて名を記入した返信用封筒を添えて､県立図書館あて

にお送りください｡折り返し資料貸出券と証明書の写し(返却)をお送りします｡

三重県立図書館

〒514-0061津市一身田上津都田1234 (三重県総合文化センター内)

電　話　059-233-1180 (代表)　　FAX 059-233-1190

電子メール　mie-lib@milai.pref.mie.jp

U R L http://www.milai.pref.mieJp/mie-lib/



図書館活用の3つのポイント

クエストサービス

お探しの本が最寄りの図書館になくても､多くの場合はリクエストすれば他の

図書館から取り寄せるなどしてご利用になれます｡つまり､三重県内の図書館

にある数百万冊の資料のほとんどがこのサービスを通じて利用できるというわ

けです｡

探したけどなかった　-とあきらめず､一度図書館の窓口で相談してみることを

お勧めします｡

MILAI (三重県図書館情報ネットワークシステム)は､県内の市町図書館を中

心に､ 40館以上の図書館の所蔵状況をまとめて確認できるシステムで､どな

たでもインターネットでご利用になれます｡

MILAlを検索してお探しの本をどの図書館が持っているのかが分かったら､そ

の図書館に直接出向くか､最寄りの図書館のリクエストサービスをご利用くだ

さい｡

URL http://www.milai.prel=.mie.jp

県内に12ある大学･短大･高専の図書館は､いろいろなジャンルを広く浅く
カバーする市町や県立の図書館とは違い､いわゆる学術書･専門書を中心に､

特定の分野に重点を置いて体系的に収集しているのが特徴といえます｡基本的
には学生や教員の方の利用が最優先ですが､条件※が合えばそれぞれ一般の方
の利用も可能ですので､お近くの方はぜひご活用ください｡

また伊勢市にある神宮文庫は､伊勢神宮関係など貴重な資料を多く所蔵し､そ
の専門性の高さでは県内で他に類を見ません.こちらもぜひどうぞo

※一般の方の利用条件についてはそれぞれの図書館にご確認くださいo

また三重県図書館協会のウェブサイトでもご紹介していますo

淵　1i:川仙洞因柵諦蔚朴頚耐定日袖却-軸EEI.t袖鵠EB1234　川仙洞31因州諭Fq甜　訓‥059-223-118TURL‥http‥＼＼wwwmニai.pref.m一eJP＼aSSOCiat10nJ

M盲f.lIy.I;.し e
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⑳市町の図書館　●大学などの図書館　==ゆ=J R線ゆ私鉄線

いなべ市藤原図書館
開紀時間　9:00-17:00

休　盤　E]火曜.月末

電話番号　0594-46-4150

いなべ市北勢図書舘

開館時間　9:00-17●00

休　館　日　火曜,月末

電話番号　0594イ212200

長島輪中図書館
開館時間　9:00-18:00

休　館　日　月曜,毎月最終

水曜

電話番号　0594-41-1040

あさひライブラリー
開館時間　9:00-17:00

休　館　日　月曜,祝E].月末

電話番号　059-377-6111

川越町凱1凱1センター図書室

開館時間　9:00-17:00

休　館　E]月曜,火曜

電話番号　059-364-2500

いなべ市員弁図書舘
開鎗時間　9:00-17.00

休　館　E]火曜,月末

電話番呈　0594-74-4144

乗員町立図書館
開館時間　9:00-17:00

休　鎗　E]火曜,毎月第2･最

終月曜, 3月31E]

電話番号　0594-86-2818

ふるさと多度文学館
開館時間　9:00-17:00

休　館　E]月曜,祝Ej.

毎月最終水曜

電話番号　0594-48-7000

桑名市立中央図書館
開館時間　9:00-21:00

休　館　日　水曜

電話番号　0594-22-0562

四El市大学情報センター
仰.開詑時間　9:0018:00

※春･夏･冬季休

業期間中は
10:00-16:00

休　館　日　土曜,日躍,祝日

電話番号　059-365-6712

菰野町図書館
開館時間　9:30-18:00

休　館　日　月曜,

毎月第4火曜

電話番号　059-391-1400

あさけプラザ図書館
開館時間10:00-18:00

※土･日曜,祝日

ra17:00まで

休　貞富　日　月曜

電話番号　059-363-0102

四日市市立図書館
開館時間9:30119.OOOE]U童零､

点字･緑青資料室､ 3階

学習室･一般研究室は
17 00まで)※土･E]躍.

祝日は17 00まで

休　館　日　月曜.毎月買2･

買4火曜
電話番号059-352-5108

楠公民館図書室
開館時間　9:00-17,00

休館　日　月曜,祝日

電話番号　059-397-2277

四日市看苦医療大学図書館
開削寺間　9:00-17:00　　●

休館　日　土匿,日曜,祝日●

電話番号　059-340-0705　●



⑳市町の図書館　●大学などの図書館　==ゆ= J R線EIZO私鉄線

鈴鹿市立図書館
開舘時間　9:00119:00

※土･E)臆,祝E]

は1 7:00まで

休　会g E]月曜,毎月第3火曜,

月末
電話番号　059-38210347

亀山市立図書館
開館時間　9▲00-19:00

※土･E]匿,祝Ej

Ja1 7:00まで

休　館　E]火曜,毎月第4金曜

電話番呈　0595-82-0542

伊賀市上野図書舘
開館時間　9:00-17:00

※5-1 0月の土曜､夏

季期間(7月21日-8

月31日)は18.00まで

休　館　E]月曜,月末

電話番号　0595-21-6868

名張市立図書館
'㌣嘩l:i I.十1

9:30-19:00

月曜.毎月最終火曜

電話番号　0595-6313260

松阪市三雲公民館図書室
開館時間　9:00-17.00

休　館　日　なし

電話番号　0598-56-7920

松阪市嬉野図書館
開館時間　9:00-19:00

休　盆　E]本匠,毎月最終金匿

電話番呈　0598-48-1800

松阪市松阪図書舘
開館時間　9･00-19･00

休　館　日　月曜,毎月最終金曜

電話番号　0598-21-3190

明和町立図書館
開館時間　9:30-19:00

※士･E]陸は1 7:30

まで

休　館　E]月曜

電話番呈　0596152-7131

多気町立多気図書館
開館時間10:00-18:OD

休館　日　月曜,祝日,月末

電話番号　0598-38-1133

多気町立勢和図書館
開飴時間10:0018:00

休盆　日　火曜.祝日,月末

電話番呈　0598-49-4500

大台町立図書館
開館時間10:00-18:00

休館　日　火曜,毎月最終木

曜,祝日

電話番号　0598184-1100

鈴鹿医療科学大学附属図書館

開鹿時間　9:15-21:00

1※土曜r註1 0:00-

1 7:00

休好　日　日曜,祝日

電話番号　059-383-8991

鈴鹿工業高等専門学校図書館

開館時間9:00-22:00
･X土曜､春･夏･冬季休

業期間中は1700まで

休　館　日　日曜,祝日,春･夏･冬
季休業期間中の土曜

電話番号059-368-1 733

鈴鹿国際大学図書館
開鎗時間　9:00-17:50

休館　日　土曜,E]隈,祝日

電話番呈　059372-2121

三重中京大学図書館
開館時間　9:00120:00

･X･土産と授業a)ない期

間の平E日誌1 6 30まで､

授業のない期間の土曜

は1200まで

休館　日　日曜.祝日

電話番号　0598-29-1122
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津市芸濃図書舘
開館時間　900-17:00

休　館　E]火曜.毎月最終木睦

電話番号　059-265-6004

津市うぐいす図書鹿
開館時間10:00-1900

※土･日曜は900-1700

休　館　日　火曜.毎月最終木

曜,祝･休Ej (土･El

曜を除く)

電話番号　059-262-5000

津市一志図書館
開館時間10:00118:00

※7･8月0)平Elは1 9 00まで

休　館　日　火曜,毎月最終木

曜,祝･休日(土･巳

昭≡を除く)

電話番号　059-295-0116

津市きらめき周書館
開館時間　9:0017:00

※7･8月は18:00まで

休　盆　日　火曜.毎月最終木

腔,祝･休日(土･

日曜を除く)

電話番呈　059-292-4191

津市河芸国書舘
開館時間1000-18:00

休　鑑　巳　火曜.毎月最終木曜,

祝･休E](土･BB窪

を除く)

電話番号　059-245-5300

津市安濃同書銀
開館時間10･00118:00

休　館　日　火曜,毎月最終木醒

電話番号　059-268-5822

津市津図書舘
開館時間　9:00-1900

･X･土･ E]躍､祝E]は

1 7:00まで

休　虎　E]火曜,毎月最終木曜

電話番呈　059-229-3321

津市美里図書館
開館時間　9:00117:00

休　館　日　火臆,毎月最終木曜.

祝･休日(土･日曜

を除く)

電話番呈　059-279-8122

津市久居ふるさと文学館
開館時間　9:00118:00

･X土･日曜Ia1700まで

休　館　日　火曜,毎月最終木

曜.祝･休E](士･E]

隈を除く)

電話番号　059-254-0011

高田短期大学付属図書館
関東時間　8:50-17:30

※長期休業期間中

は1 6:30まで

休　館　日　土曜,日曜,祝Ej

電話番号　059-232-2310

三重県立看護大学附属図書舘

開鎗時間　9:00-21.00

※土曜･長期休業期

間は17･00まで

休　舘　日　日躍,祝日,毎月

第4木曜

電話番呈　059-233-5608

三重短期大学附属図書館
開館時間8:30-21:00

※講義のない日

は1 7･00まで

休鹿　日土曜,日曜,祝日,

月末
電話番号059-232-2341

三重大学附属図書館
開鎗時間　8:45121:45(授業

期平日)

休　館　日　春･夏･冬季休業

期間中の土曜･

日曜･祝日

電話番号　059-231-9088

三重県立図書館

開盤時間　9:00-1g:00

休館　日　月曜,毎月最終の

平巳祝日の翌日

電話番号　059-233-1180
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伊勢市立小俣図書舘
開館時間　9:00-19:00

休　館　日　火曜,毎月蔓2金曜

電話番号　0596-29-3900

伊勢市立伊勢図書館
開館時間　9:00-19･00

休　館　日　水曜,毎月第2金曜

電話番号　0596-21-0077

鳥羽市立国書鋸
開館時間　9:00-17:00

※木･金曜と7-9月

の水陸は1 9:00まで

休　舘　Ej　月曜,毎月第2水曜

電話番号　0599-26-4555

志摩市立図書飽磯部図書室
開館時間　9:30-18:00

休　館　E]月曜,毎月最終本腰

電話番号　0599-55-2881

志摩市立図書館
開館時間　9:00-19:00

※10-3月は18:00

まで

休　鹿　自　火曜,毎月最終木曜

電話番号　0599-43-8000

志摩市立図書僅志摩図書室
開館時間　9:30-18:00

休　館　E]月曜,毎月最終木曜

電話番呈　0599-85-7801

紀北町多目的合銀図書室
開館時間　9:00-1630

※11:45-13:00は

閉室､士･日曜は

1 6:00まで

休　館　日　月曜.祝Ej

電話番号　0597-47-3996

紀宝町立鵜殿図書館

尾鷲市立図書舘
開館時間　9･00-19:00

※土･日曜は17:00

まで

休　鹿　E]月曜,祝E],毎月第

3E]躍,月末

電話番呈　0597-23-8282

熊野市立図書舘
開館時間10:00-19:DO

休　館　E]月曜,月末

電話番号　0597-89-3686

開館時間　9･30-18:00

休　館　日　月曜.祝E],毎月

最終木曜

電話番号　0735-32-4646

神宮文庫
開盤時間　9:00116:00

開　庫　E]月曜-士隆

国書閲覧E]木曜,金B邑土0琶

電話番呈　0596-22-2737

皇撃舘大学附属図書寵
開盆時間　9:00-19:00

lX.土曜Iま1 7幻0まで､春･

夏･冬の休業中131 6

30(土足12 30)まで

休　鎗　日　Ej陸.祝日

電話番号　0596-22-6322

鳥羽商船高等専門学校図書舘

開館時間　9･00-18:00
･X･土曜は1 2:30まで､

試験期間と春･夏･冬
休業中は1700まで

休　館　日　日曜,祝日

電話番呈　0599-25-8015


