
金沢大学附属図書館 https://library.kanazawa-u.ac.jp/

学外者の資料閲覧 可　貸出対象 北陸3県在住、石川県在勤・在学　貸出冊数・期間 中央図書館及び自然科学系図書館　図書21日間・製本雑誌3日間・未製

本雑誌3日間・視聴覚資料（ビデオ・DVDの一部除く）21日間合計5点まで／医学図書館　図書14日間5点まで／保健学類図書室　図書14日間3点まで

金沢大学附属図書館中央図書館
〒920-1192　金沢市角間町

TEL：076-264-5211　　FAX：076-264-5208

MAIL：etsuran@adm.kanazawa-u.ac.jp

https://library.kanazawa-u.ac.jp/clib/

開館時間  平日8:45～22:00（長期休業中8:45～17:00）　土・日9:00～17:00
休館日 長期休業中の土・日曜日、 祝日、年末年始、臨時休館
蔵書数 約121万冊

金沢大学附属図書館医学図書館
〒920-8640　金沢市宝町13-1

TEL：076-265-2141　　FAX：076-234-4211

MAIL：igakusv@adm.kanazawa-u.ac.jp

https://library.kanazawa-u.ac.jp/mlib/

開館時間  平日8:30～22:00（短縮時は8:30～17:00）　土10:00～16:00

休館日  日曜日、祝日、年末年始、臨時休館
蔵書数 約24万冊

金沢大学附属図書館自然科学系図書館
〒920-1192　金沢市角間町

TEL：076-264-6554　　FAX：076-264-6553

MAIL：nst-lib@adm.kanazawa-u.ac.jp

https://library.kanazawa-u.ac.jp/nstlib/

開館時間  平日8:45～22:00（長期休業中8:45～17:00）　土10:00～17:00
休館日  日曜日、祝日、長期休業中の土曜日、年末年始、臨時休館
蔵書数 約42万冊

金沢大学附属図書館保健学類図書室
〒920-0942　金沢市小立野5-11-80 

TEL：076-265-2518　　FAX：076-234-4355

MAIL：htosho@adm.kanazawa-u.ac.jp

https://library.kanazawa-u.ac.jp/mhslib/

開館時間  平日8:45～22:00（長期休業中8:45～17:00）　土10:00～17:00
休館日  日曜日、祝日、長期休業中の土曜日、年末年始、臨時休館
蔵書数 約4万冊

11月～2月上旬は、土・日・祝日（閉館日有）10:00～17:00開館

県立図書館

大学図書館

石川県立図書館 （11月1日から休館予定）https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/

貸出対象 石川県に在住・在勤・在学、富山・福井・岐阜・愛知・三重県に在住　貸出冊数・期間 10冊3週間

〒920-0964　金沢市本多町3-2-15　TEL：076-223-9565　FAX：076-222-2531　MAIL：library@pref.ishikawa.lg.jp

開館時間  閲覧室　平日9:00～20:00　土・日9:00～17:00　子どもの本のひろば・ブックスタートルーム　9:00～17:00
休館日  月末整理日（月末が土日の場合は直前の金曜日）、祝日、年末年始ただし5月3～5日は開館、特別整理期間（春・秋に約10日間ずつ）
蔵書数  約87万7千冊

輪島市図書館 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/lib

貸出対象 輪島市に在住・在勤・在学、珠洲市・能登町・穴水町に在住　貸出冊数・期間 図書7冊2週間、雑誌5冊1週間、AV資料2点1週間

輪島市立図書館
〒928-0001　 輪島市河井町20部1-1 

輪島市文化会館

TEL：0768-22-2926　FAX：0768-23-8128

MAIL：lib@city.wajima.lg.jp

開館時間  平日9:30～18:00 

土･日･祝9:30～17:00

休館日  月曜日（祝日の場合は翌平日）、資

料整理日（第4木曜日）、年末年始、

特別整理期間

蔵書数 約14万9千冊

輪島市立門前図書館
〒927-2151　輪島市門前町走出2-2

TEL：0768-42-0129　FAX：0768-42-8047

MAIL：mlib@po.city.wajima.ishikawa.jp

開館時間  平日9:30～18:00 

土･日･祝9:30～17:00

休館日  月曜日（祝日の場合は翌平日）、資

料整理日（第4木曜日）、年末年始、

特別整理期間

蔵書数 約6万3千冊

輪島市立図書館町野分館
〒928-0215　 輪島市町野町粟蔵川原田22-1 

輪島市町野多目的集会施設

TEL：0768-32-0316　FAX：0768-32-1231

開館時間  平日9:30～17:00 

土13:00～17:00

休館日  日・月曜日、祝日、年末年始、特別

整理期間

蔵書数 約8千冊

市町立図書館

珠洲市民図書館
https://www.city.suzu.lg.jp/kyouiku/suzucity_Library/index.html

貸出対象 珠洲市・輪島市・能登町・穴水町に在住

貸出冊数・期間 10冊2週間、AV資料3点2週間

〒927-1213　珠洲市野々江町ユ部1番地5

TEL：0768-82-3377　　FAX：0768-82-0675

MAIL：tosyokan@city.suzu.lg.jp

開館時間 9:00～18:30
休館日 月曜日、祝日、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約11万冊

穴水町立図書館
https://anamizu-lib.cous.jp/WebOpac/webopac/index.do

貸出対象  穴水町に在住・在勤・在学、珠洲市・輪島市・能登町・七尾市に在住

貸出冊数・期間 5冊2週間、AV資料1点1週間、雑誌3冊1週間

〒927-0026　鳳珠郡穴水町字大町ト3番地3 穴水町さわやか交流館プルート

TEL：0768-52-2952　　FAX：0768-52-3393

MAIL：anatosho@town.anamizu.ishikawa.jp

開館時間 9:00～17:45
休館日  月曜日、月末図書整理日、祝日、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約3万7千冊

いしかわの図書館
各種図書館徹底活用ガイド 2021　　石川県図書館協会

※大学図書館は、前提として大学教員と学生の利用が優先で、研究室用の図書の利用は制限されます。

　また、各種学内行事等による休館、貴重資料の利用の制限等もありますので、ご了承ください。

※蔵書数は令和3年3月末現在

石川県図書館協会　令和3年7月　〒920-0964　金沢市本多町3-2-15　石川県立図書館内（TEL076-223-9581）

北陸先端科学技術大学院大学附属図書館
https://www.jaist.ac.jp/library/

学外者の資料閲覧 可（図書館利用証の交付は平日8:30～17:00）

貸出対象 図書館利用証交付者（交付には現住所、年齢が確認で

きる書類等が必要）

貸出冊数・期間 5冊14日間

〒923-1292　能美市旭台1-1

TEL：0761-51-1191　　FAX：0761-51-1199

MAIL：toshokan@ml.jaist.ac.jp

開館時間 終日開館（但し、土・日・祝日および夏季一斉休業日、

10月1日、12月29日～1月3日はカウンター業務休止）

休館日 なし　 蔵書数 約15万6千冊

石川工業高等専門学校図書館
https://www.ishikawa-nct.ac.jp/tosyo/

学外者の資料閲覧 可　貸出対象 本校卒業生、石川県・富山県・福

井県に在住・在勤・在学（現住所が記載された書類により利

用者カード交付の必要あり）

貸出冊数・期間 10冊14日間（雑誌は7日間）

〒929-0392　河北郡津幡町北中条

TEL：076-288-8015　　FAX：076-288-4130

MAIL：tosyo@ishikawa-nct.ac.jp

開館時間 平日8:30～20:00（長期休業中8:30～17:00）　土12:30～16:30
休館日 日曜日、祝日、長期休業中の土曜日、年末年始、夏季一斉休業日
蔵書数 約9万9千冊

金沢学院大学図書館
http://library.kanazawa-gu.ac.jp/

学外者の資料閲覧 可

貸出対象 学内者のみ

〒920-1392　金沢市末町10

TEL：076-229-8877　　FAX：076-229-1426

MAIL：tosho@kanazawa-gu.ac.jp

開館時間 平 日9:00 ～ 20:00　 土9:00 ～ 15:00（ 長 期 休 業 中　

平日9:00～17:00　土9:00～13:00）　 休館日 日曜日、祝日、

年末年始、その他　 蔵書数 約22万4千冊

金沢星稜大学図書館
http://media.seiryo-u.ac.jp/

学外者の資料閲覧 可　貸出対象 満18歳以上

貸出冊数・期間 3冊2週間

〒920-8620　金沢市御所町丑10-1

TEL：076-253-3983　　FAX：076-253-3997

MAIL：tosyokan@seiryo-u.ac.jp

開館時間 平日8:40～20:00　土8:45～16:00（長期休業中平

日8:45 ～ 19:00　土8:45 ～ 12:00）　 休館日 日曜日、祝日、

年末年始、その他　 蔵書数 約18万3千冊

金沢工業大学 ライブラリーセンター
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/

学外者の資料閲覧 可（公共図書館の紹介状が必要）

貸出対象 館長の承認が必要

〒921-8501　野々市市扇が丘7－1

TEL：076-246-2112　　FAX：076-248-6189

MAIL：kitlc@kanazawa-it.ac.jp

開館時間  平日8:30～22:00（長期休業中8:30～17:00）　 

土8:30～17:00　日・祝10:00～17:00

休館日 創立記念日、その他　 蔵書数 約59万冊

金城大学図書館
https://www.kinjo.ac.jp

学外者の資料閲覧 卒業生、館長が許可した方

貸出対象 同上

〒924-8511　白山市笠間町1200

TEL：076-276-4412　　FAX：076-276-4517

MAIL：lib@kinjo.ac.jp

開館時間  平日9:00～19:00（4月～11月）　9:00～18:00（12月

～3月）（長期休業中9:00～17:00）　土10:00～14:00

休館日 日曜日、祝日、年末年始、その他　 蔵書数 約12万5千冊

北陸大学図書館
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/campus/library.html

学外者の資料閲覧 可　貸出対象 金沢市・白山市・野々市市・津幡町・

内灘町在住・通勤・通学の中学生以上　貸出冊数・期間 5冊2週間

〒920-1180　金沢市太陽が丘1-1

TEL：076-229-3021　　FAX：076-229-4850

MAIL：lib-g@hokuriku-u.ac.jp

開館時間  平日　本館9:00～19:00／薬学部分館9:00～20:00 

(長期休業中9:00～17:00)　土日祝　9:00～17:00

休館日 年末年始、創立記念日、その他
蔵書数 約16万冊／薬学部分館約8万6千冊

北陸学院大学ヘッセル記念図書館
https://www.hokurikugakuin.ac.jp/univ/hesser/book.php/

学外者の資料閲覧 館長の許可を得た者（要登録手数料200円／年）ただし、

卒業生については無料　貸出対象 登録利用者　貸出冊数・期間 5冊2週間

〒920-1396　金沢市三小牛町イ-11

TEL：076-280-3852　　FAX：076-280-3853

MAIL：lib@hokurikugakuin.ac.jp

開館時間 8:30～18:30（長期休業中についてはHPに掲載）
休館日 土・日曜日、祝日、休日、クリスマス（12月25日）、

年末年始、その他　 蔵書数 約17万3千冊

専門図書館

石川県議会図書室
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/gikai/

資料利用 閲覧可、貸出不可

〒920-8580　金沢市鞍月1-1

TEL：076-225-1038　　FAX：076-225-1037

MAIL：g-tosyo@pref.ishikawa.lg.jp

開館時間 8:30～17:45
休館日 土・日曜日、祝日、年末年始
蔵書数 約2万2千冊、行政資料約4万5千冊

石川県視覚障害者情報文化センター
http://www.ishishikyo.jp/

利用・貸出対象 視覚障害者

貸出冊数・期間 5タイトル2週間

〒920-0862　金沢市芳斉1-15-26

TEL：076-222-8781　　FAX：076-222-1821

MAIL：tosho@ishishikyo.jp

開館時間 9:00～17:00
休館日 土曜日、祝日、8月14日～16日、12月28日～1月4日
蔵書数  点字図書約1万タイトル、カセットテープ図書約4千5百タイトル、CD図書約5千5百タイトル

石川県立大学図書・情報センター
https://www.ishikawa-pu.ac.jp/research/library/

学外者の資料閲覧 可　貸出対象 石川県在住・在勤・在学の15歳

以上　貸出冊数・期間 3冊2週間

〒921-8836　野々市市末松1-308

TEL：076-227-7421　　FAX：076-227-7410

MAIL：lib@ishikawa-pu.ac.jp

開館時間 平日9:00～19:00（長期休業中9:00～17:00の期間あり）　土9:00～17:00
休館日 日曜日、祝日、休日、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約9万冊

石川県立看護大学附属図書館
https://www.ishikawa-nu.ac.jp/library/

学外者の資料閲覧 可　貸出対象及び貸出冊数・期間 石川県在住 3冊2

週間、石川県在勤 5冊2週間、卒業生 5冊3週間

〒929-1210　かほく市学園台1-1

TEL：076-281-8321　　FAX：076-281-8323

MAIL：library@ishikawa-nu.ac.jp

開館時間 平日9:00～21:00（長期休業中9:00～17:00）土10:00～18:00
休館日 日曜日、祝日、年末年始、開学記念日（5月29日）、入試日、

入試日の前日、特別整理期間　 蔵書数 約6万冊（研究室蔵書除く）

金沢美術工芸大学附属図書館
https://www-std01.ufinity.jp/kanabi/

学外者の資料閲覧 可　貸出対象 金沢市在住・通勤・通学

貸出冊数・期間 2冊1週間

〒920-8656　金沢市小立野5-11-1

TEL：076-262-3504　　FAX：076-262-2264

MAIL：library@kanazawa-bidai.ac.jp

開館時間 平日8:45～19:00（長期休業中9:00～17:00）　土9:00～15:00
休館日 日曜日、祝日、年末年始、長期休業中の土曜日等
蔵書数 約12万2千冊

金沢医科大学図書館
http://www.kanazawa-med.ac.jp/

学外者の資料閲覧 可

貸出対象 学内者のみ

〒920-0293　河北郡内灘町字大学1-1

TEL：076-218-8057　　FAX：076-286-6664

MAIL：library@kanazawa-med.ac.jp

開館時間  月～水9:00～21:00　木～金9:00～23:00　土9:00～17:00 

（夏季・冬季休業中：平日9:00～17:00　土9:00～13:00）

休館日  日曜日、祝日、休日、年末年始、開学記念日（6月1日）、曝書

期間（8月13日～17日）、月末　 蔵書数 約7万9千冊

能登町の図書館関係施設
貸出対象 能登町に在住・在勤・在学、輪島市・珠洲市・穴水町に在住　貸出冊数・期間 図書5冊2週間、雑誌2冊2週間、AV資料2点2週間

能登町立中央図書館
〒927-0433　 鳳珠郡能登町字宇出津ト字29-2 

能登町観光・地域交流センター

「コンセールのと」

TEL：0768-62-8520　FAX：0768-62-8521

開館時間  平日9:00～18:00　土・日9:00～17:00
休館日  月曜日、祝日、年末年始、第4水曜日、特別整理期間
蔵書数 約3万8千冊

能登町立中央図書館分館松波図書館
〒927-0602　 鳳珠郡能登町字松波13-75-1

TEL：0768-72-1819　FAX：0768-72-1837

開館時間  9:00～17:00
休館日  日・月曜日、祝日、年末年始、特別

整理期間

蔵書数 約5千冊

柳田教養文化館
〒928-0331　鳳珠郡能登町字柳田礼部8番1地

TEL：0768-76-1585　FAX：0768-76-1585

開館時間  10:30～18:30
休館日  日曜日、祝日、年末年始、特別整理

期間

蔵書数 約3万冊

https://noto-lib.cous.jp/WebOpac/webopac/index.do

公立小松大学附属図書館

学外者の資料閲覧 可

貸出対象 小松市・加賀市・能美市・川北町在住・通勤・通学者（身分証確認で利用証発行、要発行手数料）貸出冊数・期間 3冊2週間

中央図書館
〒923-0921　小松市土居原町10-10

TEL：0761-48-3260　FAX:0761-48-3248

MAIL：library@komatsu-u.ac.jp

開館時間 平日9:00～20:00、土曜日9:00～17:00（長

期休業中平日9:00～17:00）　 休館日 日曜日、祝日、

長期休業中の土曜日、夏季一斉休業日、年末年始、その他

蔵書数 約1万冊

粟津図書館
〒923-8511　小松市四丁町ヌ1-3

TEL：0761-48-3120　FAX：0761-44-3506

MAIL：a-library@komatsu-u.ac.jp

開館時間  9:00～17:00
休館日  土・日曜日、祝日、夏季一斉休業日、

年末年始、その他

蔵書数  約3万5千冊

末広図書館
〒923-0961　小松市向本折町ヘ14-1

TEL：0761-48-3165　FAX：0761-48-3232

MAIL：suehiro-library@komatsu-u.ac.jp

開館時間  9:00～17:00
休館日  土・日曜日、祝日、夏季一斉休業日、

年末年始、その他

蔵書数  約1万5千冊

https://opac-web.komatsu-u.ac.jp/opac4/opac/Top
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七尾市立図書館 http://lib.city.nanao.lg.jp/

貸出対象 七尾市に在住・在学・在勤、中能登町・志賀町・穴水町に在住　

貸出冊数・期間 図書10冊2週間、雑誌5冊1週間、視聴覚資料5点1週間

〒926-0046　七尾市神明町1　ミナ．クル3階

TEL：0767-53-0583　　FAX：0767-53-0617　MAIL：tosho@city.nanao.lg.jp

開館時間 10:00～18:00　 休館日 年末年始、特別整理期間
蔵書数 約25万5千冊

中能登町立図書館 https://nakanoto-lib.cous.jp/WebOpac/webopac/index.do

貸出対象 石川県に在住・在勤・在学　貸出冊数・期間 図書・雑誌10冊2週間、視聴覚資料2点1週間

中能登町立鹿島図書館（休館中）
※12月中開館予定

中能登町立鳥屋図書館（休館中）
※12月中開館予定

中能登町立鹿西図書館（8月から休館予定）
〒929-1604　 鹿島郡中能登町能登部下134部1カルチャーセンター飛翔

TEL：0767-72-4333　FAX：0767-72-4455

MAIL：nakanoto_lib@town.nakanoto.ishikawa.jp

開館時間  平日10:00～18:00　土・日・祝9:00～17:00
休館日  水曜日、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約4万3千冊

※12月中開館予定

志賀町立図書館 http://shika-lib.town.shika.lg.jp/

貸出対象 志賀町に在住・在勤・在学、七尾市・中能登町に在住

貸出冊数・期間 図書10冊2週間、雑誌バックナンバー5冊1週間、ＡＶ資料2点1週間

志賀町立図書館
〒925-0141　羽咋郡志賀町高浜町カ-1-2

TEL：0767-32-1740　　FAX：0767-32-4717

MAIL：lib@town.shika.lg.jp

開館時間  平日9:30～18:00（6～8月9:30～18:30） 

土・日・祝9:30～17:00

休館日  月曜日、年末年始、特別整理期間　 蔵書数 約11万4千冊

志賀町立富来図書館
〒925-0498　羽咋郡志賀町富来領家町甲の10

TEL：0767-42-2777　　FAX：0767-42-0908

MAIL：lib-togi@town.shika.lg.jp

開館時間  平日9:30～18:00 

土・日・祝9:30～17:00

休館日  月曜日、年末年始、特別整理期間　 蔵書数 約5万3千冊

羽咋市立図書館 https://hakui-lib.cous.jp/WebOpac/webopac/index.do

貸出対象 羽咋市に在住・在勤・在学、宝達志水町・中能登町・志賀町に在住

貸出冊数・期間 図書10冊2週間、雑誌4冊2週間、視聴覚資料2点1週間

〒925-0027　羽咋市鶴多町免田25　　TEL：0767-22-9777　　FAX：0767-22-9894

MAIL：library-info@hakui.ne.jp

開館時間 月・水～日9:30～18:00　 休館日 火曜日、年末年始、特別整理期間　 蔵書数 約11万冊

津幡町立図書館
https://www.town.tsubata.lg.jp/facilities/library/library_top.html

貸出対象  津幡町に在住・在勤・在学、金沢市・かほく市・　　

野々市市・内灘町・小矢部市に在住

貸出冊数・期間  10冊2週間（うち、AV資料は2点まで1週間、

雑誌はバックナンバーを1週間）

〒929-0342　河北郡津幡町北中条3-1　津幡町文化会館シグナス

TEL：076-288-2126　　FAX：076-288-8440

MAIL：library@town.tsubata.lg.jp

開館時間 平日10:00～19:00　土・日・祝10:00～18:00
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約14万1千冊

内灘町立図書館
http://www4.town.uchinada.lg.jp/

貸出対象  内灘町に在住・在勤・在学、金沢市・かほく市・　　

野々市市・津幡町に在住

貸出冊数・期間 10冊2週間（うちAV資料は2点まで）

〒920-0267　河北郡内灘町字大清台140　内灘町文化会館

TEL：076-286-1930　　FAX：076-286-1931

MAIL：tosyokan@town.uchinada.lg.jp

開館時間 10:00～18:00
休館日 月曜日、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約12万8千冊

白山市立図書館 https://lib.city.hakusan.ishikawa.jp/

貸出対象 白山市に在住・在勤・在学、金沢市・小松市・能美市・野々市市・川北町に在住　

貸出冊数・期間 図書・雑誌・AV資料 合計10点2週間（うちAV資料2点まで、大型絵本・大型紙芝居3点まで）

白山市立松任図書館
〒924-0872　白山市古城町305　松任学習センタープララ

TEL：076-274-9877　FAX：076-274-5401

MAIL：library@lib.city.hakusan.ishikawa.jp

開館時間  平日9:30～19:00　 

土・日・祝9:30～18:00

休館日  月曜日（祝日の場合は翌日） 

年末年始、特別整理期間

蔵書数 約33万5千冊

白山市立美川図書館
〒929-0233　白山市美川浜町ヨ103

TEL：076-278-2349　FAX：076-278-6095

MAIL：library@lib.city.hakusan.ishikawa.jp

開館時間  9:30～18:00
休館日  月曜日（祝日の場合は翌日） 

年末年始、特別整理期間

蔵書数 約6万8千冊

白山市立かわち図書館
〒920-2303　 白山市河内町福岡77 

かわち保健センター

TEL：076-272-0606　FAX：076-272-4866

MAIL：library@lib.city.hakusan.ishikawa.jp

開館時間  10:00～18:00
休館日  月曜日（祝日の場合は翌日） 

年末年始、特別整理期間

蔵書数 約3万冊

白山市立鶴来図書館
〒920-2143　 白山市七原町77　鶴来総合文化会館クレイン

TEL：076-273-8800　FAX：076-273-8801

MAIL：library@lib.city.hakusan.ishikawa.jp

開館時間  平日9:30～19:00 

土・日・祝9:30～18:00

休館日  月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約11万6千冊

白山市立鶴来図書館 本町分館
〒920-2121　 白山市鶴来本町四丁目ヌ85　鶴来支所

TEL：076-273-1213　FAX：076-273-5752

MAIL：library@lib.city.hakusan.ishikawa.jp

開館時間  10:00～17:00
休館日  月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約1万3千冊

能美市立図書館 https://www.city.nomi.ishikawa.jp/library/index.html

貸出対象 能美市に在住・在勤・在学、川北町・白山市・小松市に在住

貸出冊数・期間 図書10冊・雑誌5冊2週間、ビデオ・DVD･CD・カセットテープ1家族2点1週間

能美市立根上図書館
〒929-0113　能美市大成町ヌ111　根上学習センター

TEL：0761-55-8570　FAX：0761-55-8573

MAIL：ne-library@city.nomi.lg.jp

開館時間  平日9:30～19:00 

土・日･祝9:30～17:00 

（6月～9月の土・日・祝9:30～18:00）

休館日  火曜日、第2金曜日、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約14万8千冊

能美市立寺井図書館
〒923-1121　能美市寺井町レ83-8

TEL：0761-57-8400　FAX：0761-57-8401

MAIL：te-library@city.nomi.lg.jp

開館時間  平日10:00～19:00 

土・日・祝10:00～18:00

休館日  月曜日、第4金曜日、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約12万冊

能美市立辰口図書館
〒923-1246　能美市倉重町戊41

TEL：0761-52-8080　FAX：0761-52-0877

MAIL：ta-library@city.nomi.lg.jp

開館時間  9:00～18:00
休館日  月曜日、第3金曜日、年末年始、 

特別整理期間

蔵書数 約12万9千冊

加賀市立図書館 http://www.kagalib.jp/

貸出対象 加賀市在住・在学・在勤、小松市在住、あわら市在住（あわら市図書館の貸出カードが必要）

貸出冊数・期間 図書10冊2週間、雑誌5冊2週間、ビデオ・CD・DVD・カセットテープ2点1週間

加賀市立中央図書館
〒922-0861　加賀市大聖寺地方町1-10-4

TEL：0761-73-0888　　FAX：0761-72-5025

MAIL：toshokan@city.kaga.lg.jp

開館時間  平日9:00～19:00　土・日・祝9:00～18:00
休館日  月曜日（祝日を除く）、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約23万8千冊

加賀市立山中図書館
〒922-0112　加賀市山中温泉西桂木町ト19-1

TEL：0761-78-4441　　FAX：0761-78-8882

MAIL：y-toshokan@city.kaga.lg.jp

開館時間  9:00～18:00
休館日  金曜日（祝日を除く）、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約7万8千冊

かほく市立中央図書館
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/library/

貸出対象 かほく市に在住・在勤・在学、金沢市・野々市市・内灘町・津幡町に在住

貸出冊数・期間 図書12点2週間（うちAV資料は2点まで1週間）

〒929-1173　 かほく市遠塚ロ57-6　かほく市七塚生涯学習センター

TEL：076-285-1377　　FAX：076-285-1109　　MAIL：tosyokan@city.kahoku.lg.jp

開館時間  平日9:00～19:00　土・日・祝9:00～17:00　 休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始、特別整理期間　
蔵書数 約15万2千冊

小松市立図書館 https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/toshokan/index.html

貸出対象 小松市に在住・在勤・在学、白山市・能美市・加賀市・川北町に在住　貸出冊数・期間 本10冊2週間、雑誌5冊2週間、カセッ

トテープ5点2週間、ビデオ・CD・DVD3点1週間。空とこども絵本館は本7冊2週間

小松市立図書館
〒923-0903　小松市丸の内公園町19

TEL：0761-24-5311　FAX：0761-22-9763

MAIL：toshokan@city.komatsu.lg.jp

開館時間  平日10:00～19:00（12月～2月10:00

～18:00）　土・日・祝9:00～17:00

休館日  月曜日（祝日の場合は翌日）、年末

年始、特別整理期間

蔵書数 約20万1千冊

南部図書館（小松市立図書館分館）
〒923-0303　小松市島町ヌ43　南部中学校、南部公民館

TEL：0761-43-1222　FAX：0761-43-1209

MAIL：nanbu-lib@city.komatsu.lg.jp

開館時間  平日10:00～19:00（12月～2月10:00

～18:00）　土・日・祝9:00～17:00

休館日  月曜日（祝日の場合は翌日）、年末

年始、特別整理期間

蔵書数 約4万6千冊

小松市立空とこども絵本館
〒923-0904　小松市小馬出町10-3

TEL：0761-23-0033　FAX：0761-23-5122

MAIL：bookrin@city.komatsu.lg.jp

開館時間  9:00～17:00
休館日  月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の

翌日、第2・第4木曜日、年末年始、

特別整理期間

蔵書数 約2万1千冊

宝達志水町立図書館 https://ilisod002.apsel.jp/hodatsushimizu-lib/

貸出対象 宝達志水町に在住・在勤・在学、羽咋市・中能登町に在住

貸出冊数・期間 図書・雑誌10冊、図書2週間・雑誌1週間、AV3点4日間

〒929-1492　 羽咋郡宝達志水町子浦そ18-1　生涯学習センターさくらドーム21

TEL：0767-29-8350　　FAX：0767-29-2333　　MAIL：hodatsu-lib@town.hodatsushimizu.lg.jp

開館時間  平日9:30～18:00　土・日・祝9:00～18:00　 休館日  月曜日、第3日曜日、特別整理期間（9月）、年末年始
蔵書数 約8万6千冊

金沢市立図書館
https://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/

貸出対象 金沢市に在住・在勤・在学、白山市・野々市市・かほく市・内灘町・津幡町に在住

貸出冊数・期間 10冊2週間（うちCDは3点まで）

金沢市立玉川図書館
〒920-0863　金沢市玉川町2-20

TEL：076-221-1960　FAX：076-222-6938

MAIL：m-m@lib.kanazawa.ishikawa.jp

開館時間  平日10:00～19:00 

土・日・祝10:00～17:00

休館日  月曜日（祝日の場合は開館）、特別

整理期間、年末年始

蔵書数 約77万2千冊

金沢市立玉川こども図書館（休館中） 金沢市立泉野図書館
〒921-8034　金沢市泉野町4-22-22

TEL：076-280-2345　FAX：076-280-2342

MAIL：m-m@lib.kanazawa.ishikawa.jp

開館時間  平日10:00～19:00 

土・日・祝10:00～17:00

休館日  火曜日（祝日の場合は開館）、特別

整理期間、年末年始

蔵書数 約44万6千冊

金沢市立金沢海みらい図書館
〒920-0341　金沢市寺中町イ1-1

TEL：076-266-2011　FAX：076-266-2014

MAIL：m-m@lib.kanazawa.ishikawa.jp

開館時間  平日10:00～19:00 

土・日・祝10:00～17:00

休館日  水曜日（祝日の場合は開館）、特別

整理期間、年末年始

蔵書数 約32万冊

金沢市立玉川図書館城北分館
〒920-0811　金沢市小坂町西8-11城北児童会館内

TEL：076-251-8284　FAX：076-251-8284

MAIL：m-m@lib.kanazawa.ishikawa.jp

開館時間  9:30～18:00
休館日  月曜日、特別整理期間、年末年始、

祝日（こどもの日は開館）

蔵書数 約3万1千冊

金沢市立平和町児童図書館
〒921-8105　金沢市平和町2-8-7

TEL：076-241-5520　FAX：076-241-5520

MAIL：m-m@lib.kanazawa.ishikawa.jp

開館時間  10:00～17:00
休館日  火曜日、特別整理期間、年末年始、

祝日（こどもの日は開館）、振替休日

蔵書数 約2万6千冊

野々市市立図書館

貸出対象  野々市市に在住・在勤・在学、金沢市、白山市、かほく市、

内灘町、津幡町、川北町在住

貸出冊数・期間 図書10冊2週間、視聴覚資料2点2週間

〒921-8845　野々市市太平寺4-156　学びの杜ののいち カレード

TEL：076-248-8099　FAX：076-248-8175

MAIL：library@kaleido-nono1.jp

開館時間 9:00～22:00
休館日 水曜日、年末年始、特別整理期間
蔵書数 約20万8千冊

https://www.kaleido-nono1.jp

川北町立図書館

貸出対象 石川県に在住

貸出冊数・期間 10冊2週間

〒923-1267　能美郡川北町字壱ツ屋100　川北町ふれあい健康センター

TEL：076-277-8700　　FAX：076-277-8701

MAIL：library@town.kawakita.lg.jp

開館時間 10:00～18:00
休館日 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
蔵書数 約7万9千冊

http://www.town.kawakita.ishikawa.jp/seikatsu2/entry-764.html
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