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  栃木県南公立図書館連絡協議会 

 

～となりの図書館、気になります～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
①栃木市栃木図書館     ⑨小山市立中央図書館 

②栃木市大平図書館          間々田分館 

③栃木市藤岡図書館     ⑩小山市立中央図書館 

④栃木市都賀図書館            桑分館 

⑤栃木市図書館西方館    ⑪下野市立石橋図書館 

⑥栃木市図書館岩舟館    ⑫下野市立国分寺図書館 

⑦小山市立中央図書館    ⑬下野市立南河内図書館 

⑧小山市立中央図書館     ⑭壬生町立図書館 

小山分館     ⑮野木町立図書館 
 



★図書館の利用の仕方★ 

 
・栃木県南３市２町にお住まいの方、通勤・通学されている

方なら、どの図書館でも利用できます。 

・各図書館では、個人貸出、館内閲覧、図書館資料の複写な

どができます。 

・ご利用の際はそれぞれの図書館の規則等に従ってください。 

    

  

★ 本を借りるとき★ 
 

◎貸出カードは図書館によって異なりますので、他の図書館

では使えません。それぞれの図書館に申し込んでください。 

◎貸出カードをつくる時には、本人を証明するもの（運転免

許証、マイナンバーカード、保険証等）をご持参ください。 

 

 

★ 本を返すとき★ 
 

◎借りた本は、直接、借りた図書館にお返しください。 

◎返却期限を守らないと、より多くの人々に迷惑をかけるこ

とになりますので、期間は厳守してください。 

 

 

 

 

＊開館時間や休館日は、各館の事情により変更する 

ことがあります。 
 



①栃木市栃木図書館 

 

【電  話】0282-22-3542 

【住  所】〒328-0035 栃木市旭町 12-2 

【開館時間】午前９時～午後７時 30分 

【休 館 日】金曜日（祝日開館）、年末年始(12/31～1/3)、 

特別整理期間 

【貸 出 数】栃木市内６館の合計 

１０点（うち雑誌／２冊・音声資料／３点まで） 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・映像資料は貸出できません 

・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】・JR両毛線／東武日光線 

栃木駅（北口）から徒歩 10分 

【ホームページ】http://www.library.tochigi.tochigi.jp/tochigi/ 

 



②栃木市大平図書館 
 

【電  話】0282-43-5234 

【住  所】〒329-4403 栃木市大平町蔵井 2026-6 

【開館時間】午前９時～午後７時 30分 

【休 館 日】月曜日（祝日開館）、年末年始(12/29～1/3)、  

特別整理期間 

【貸 出 数】栃木市内６館の合計 

１０点（うち雑誌／２冊・音声資料／３点まで） 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・映像資料は貸出できません 

・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】JR両毛線  大平下駅から徒歩 20分 

東武日光線 新大平下駅から徒歩 20分 

【ホームページ】http://www. library.tochigi.tochigi.jp/ohira/ 

 



③栃木市藤岡図書館 

 

【電  話】0282-62-4889 

【住  所】〒323-1104 栃木市藤岡町藤岡 816-4 

【開館時間】午前９時～午後７時 30分 

【休 館 日】月曜日（祝日開館）、年末年始(12/29～1/3)、 

特別整理期間 

【貸 出 数】栃木市内６館の合計 

１０点（うち雑誌／２冊・音声資料／３点まで） 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・映像資料は貸出できません 

・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】東武日光線  藤岡駅から徒歩 20分 

【ホームページ】http://www.library.tochigi.tochigi.jp/fujioka/ 

 



④栃木市都賀図書館 
 

【電  話】0282-28-0806 

【住  所】〒328-0103 栃木市都賀町原宿 535 

【開館時間】午前９時～午後７時 30分 

【休 館 日】月曜日（祝日開館）、年末年始(12/29～1/3)、 

特別整理期間 

【貸 出 数】栃木市内６館の合計 

１０点（うち雑誌／２冊・音声資料／３点まで） 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・映像資料は貸出できません 

・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】東武日光線  家中駅から徒歩 10分 

【ホームページ】http://www.library.tochigi.tochigi.jp/tsuga/ 

 



⑤栃木市図書館西方館 

 

【電  話】0282-92-2512 

【住  所】〒322-0692 栃木市西方町本城 1 

【開館時間】午前９時～午後７時 30分 

【休 館 日】月曜日（祝日開館）、年末年始(12/29～1/3)、 

特別整理期間 

【貸 出 数】栃木市内６館の合計 

１０点（うち雑誌／２冊・音声資料／３点まで） 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・視聴覚資料は所蔵していません 

・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】東武日光線  金崎駅から徒歩 10分 

【ホームページ】http://www.library.tochigi.tochigi.jp/nishikata/ 

 

 



⑥栃木市図書館岩舟館 

 

【電  話】0282-54-1900 

【住  所】〒329-4307 岩舟町静 2292-1 

【開館時間】午前９時～午後７時 30分 

【休 館 日】月曜日（祝日開館）、年末年始(12/29～1/3)、 

特別整理期間 

【貸 出 数】栃木市内６館の合計 

１０点（うち雑誌／２冊・音声資料／３点まで）

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・視聴覚資料は所蔵していません 

・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】JR両毛線  岩舟駅から徒歩 30分 
【ホームページ】http://www.library.tochigi.tochigi.jp/iwafune/ 

 



⑦小山市立中央図書館 

 

【電  話】0285-21-0750 

【住  所】〒323-0807 小山市城東 1-19-40 

【開館時間】午前９時～午後７時 

【休 館 日】 月曜日（祝日に当たるときはその翌日）、

資料整理日（第４木曜日）、年末年始 

(12/29～1/3)、特別整理期間 

【貸 出 数】図書・雑誌・紙芝居等／１０点 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・視聴覚資料は貸出できません 

・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】JR東北本線（宇都宮線） 

      小山駅（東口）から徒歩 20分 

【ホームページ】http:// library.city.oyama.tochigi.jp/ 

 

⑧小山市立中央図書館小山分館 
 

【電  話】0285-22-9575 

【住  所】〒323-0023 小山市中央町 1-1-1 

【開館時間】午前９時～午後６時 

【休 館 日】月曜日、祝日（月曜に当たるときはその

翌日も休館）、資料整理日（第４木曜日）、

年末年始(12/29～1/3)、特別整理期間 

【貸 出 数】図書・雑誌・紙芝居等／１０点 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・視聴覚資料は貸出できません 

・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】JR東北本線（宇都宮線） 

      小山駅（西口）から徒歩 15分 



⑨小山市立中央図書館間々田分館 
 

【電  話】0285-41-6230 

【住  所】〒329-0205 小山市大字間々田 1960-1 

【開館時間】午前９時～午後６時 

【休 館 日】月曜日、祝日（月曜に当たるときはその

翌日も休館）、資料整理日（第４木曜日）、

年末年始(12/29～1/3)、特別整理期間 

【貸 出 数】図書・雑誌・紙芝居等／１０点 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・視聴覚資料は貸出できません 

・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】JR東北本線（宇都宮線） 

      間々田駅（西口）から徒歩 30分 

 

⑩小山市立中央図書館桑分館 
 

【電  話】0285-22-4544 

【住  所】〒323-0012 小山市大字羽川 858-1 

【開館時間】午前９時～午後６時 

【休 館 日】月曜日、祝日（月曜に当たるときはその

翌日も休館）、資料整理日（第４木曜日）、

年末年始(12/29～1/3)、特別整理期間 

【貸 出 数】図書・雑誌・紙芝居等／１０点 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・視聴覚資料は貸出できません 

・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】JR東北本線（宇都宮線） 

      小山駅（西口）からバス 25分 

 



 

 

 

 



⑪下野市立石橋図書館 
 

【電  話】0285-52-1136 

【住  所】〒329-0519 下野市大松山 1-7-3 

【開館時間】午前９時～午後７時 

【休 館 日】金曜日（祝日開館）、年末年始(12/30～1/3)、  

特別整理期間 

【貸 出 数】下野市内３館の合計 

図書／１０冊・雑誌／５冊・ビデオ／２点 

DVD／２点・CDとカセット合計／２点 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】JR東北本線（宇都宮線） 

      石橋駅（西口）から徒歩 25分 

【ホームページ】http://www. library.shimotsuke.tochigi.jp/ 
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⑫下野市立国分寺図書館 

 

【電  話】0285-44-3399 

【住  所】〒329-0413 下野市駅東 3-1-19 

【開館時間】午前９時～午後７時 

【休 館 日】月曜日（祝日開館）、年末年始(12/30～1/3)、 

特別整理期間 

【貸 出 数】下野市内３館の合計 

図書／１０冊・雑誌／５冊・ビデオ／２点 

DVD／２点・CDとカセット合計／２点 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】JR東北本線（宇都宮線） 

      小金井駅（東口）から徒歩 10分 

【ホームページ】http://www. library.shimotsuke.tochigi.jp/ 
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⑬下野市立南河内図書館 

 

【電  話】0285-48-2395 

【住  所】〒329-0493 下野市田中 681-1 

【開館時間】午前９時～午後７時 

【休 館 日】月曜日、祝日、年末年始(12/29～1/3)、 

特別整理期間 

【貸 出 数】下野市内３館の合計 

図書／１０冊・雑誌／５冊・ビデオ／２点 

DVD／２点・CDとカセット合計／２点 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】JR東北本線（宇都宮線） 

      自治医大駅（東口）から徒歩 30分 

【ホームページ】http://www. library.shimotsuke.tochigi.jp/ 
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⑭壬生町立図書館 
 

【電  話】0282-82-8543 

【住  所】〒321-0225 壬生町本丸 1-8-33 

【開館時間】午前９時～午後７時 

【休 館 日】月曜日（祝日開館）、夏休み期間中は休館日なし

年末年始(12/28～1/4)、特別整理期間 

【貸 出 数】図書／無制限、雑誌／１０冊 

      視聴覚資料／１０点(うち DVD は３点まで) 

【貸出期間】２週間 

【経  路】東武宇都宮線 

      壬生駅から徒歩 15分 

      壬生中央公民館・歴史民俗資料館と隣接 

【ホームページ】http://www.library.mibu.tochigi.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑮野木町立図書館 
 

【電  話】0280-57-2811 

【住  所】〒329-0111 野木町丸林 234-2 

【開館時間】午前９時 30分～午後６時 

【休 館 日】月曜日（祝日開館）、年末年始、 

資料整理日（毎月最終金曜日）、特別整理期間 

【貸 出 数】図書・雑誌等／１０冊 

【貸出期間】２週間 

【そ の 他】・視聴覚資料は貸出できません 

      ・リクエスト（購入希望）はできません 

【経  路】JR東北本線（宇都宮線） 

      野木駅から徒歩 10分 

【ホームページ】http://www. nogilib.jp/ 

 


