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7 .  利用案内

⑴　開館時間

（公共交通機関ご利用）

　 近鉄新大宮駅から約 1500ｍ、ＪＲ奈良駅から約 1800ｍ

　【近鉄新大宮駅からバス】

　　 四条大路南町行き「県立図書情報館西口」下車　徒歩 5分（所要時間 15 分程度）

　【近鉄奈良駅、ＪＲ奈良駅からバス】

　　 県立図書情報館行き 終点「県立図書情報館」下車（所要時間 20 分程度）

（自家用車ご利用）

　 国道 24 号の柏木町交差点を東に折れ、１つ目の信号を左折し、約 700ｍ左側。

　【駐 車 場】

　　 普通車 311 台、身障者用 6台

　【駐車料金】

　　 １時間まで無料、以後１時間ごとに 100 円

⑷　所在地等

　　所在地　〒630-8135　奈良市大安寺西１丁目 1000 番地

　　電　話　0742-34-2111（代表）、0742-34-5514（貸出・返却）、0742-34-3366（レファレンス）

　　ＦＡＸ　0742-34-2777

　　ＵＲＬ　http://www.library.pref.nara.jp

⑶　交通アクセス

9：00～20：00

⑵　休館日

月 曜 日（祝日に当たるときは次の祝日でない日）

毎月末日（土、日、月曜に当たるときは、その前の平日）

年末年始
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平成30年5月1日現在

館　　　　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号 館 長 名 定 例 休 館 日

1 奈良県立図書情報館 630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地 0742-34-2111 千田　稔

月（祝･休日に当たるときは次の平
日）･月末（土,日,月,祝･休日に当
たるときはその前の平日）･年末年
始

2 奈良市立中央図書館 630-8362 奈良市東寺林町38 0742-26-6101 奥田　喜隆
月（祝日を除く）・年末年
始

3 奈良市立西部図書館 631-0022 奈良市鶴舞西町1-21 0742-45-5669 神田　和幸
月（祝日を除く）・年末年
始

4 奈良市立北部図書館 631-0805 奈良市右京1丁目１-4 0742-72-2291 北出　慎一
月（祝日を除く）・年末年
始

5 大和高田市立図書館 635-0096 大和高田市西町1-45 0745-52-3424 秋丸　素子
月（祝日と重なる場合はそ
の次の平日）・年末年始

6 大和郡山市立図書館 639-1160 大和郡山市北郡山町211-3 0743-55-6600 中野　靖治
火（祝日に当たるときはそ
の翌日）･第1,3水･年末年
始

7 天理市立図書館 632-0035 天理市守目堂町117 0743-63-0739 森田　三喜子
月･祝･第4金（祝日に当た
るときはその前日）･年末
年始

8 橿原市立図書館 634-0075 橿原市小房町11-5 0744-29-2121 岸本　勝寛
月（祝日に当たるときはその次の
平日）･第3木（休日に当たるとき
はその次の平日）･年末年始

9 桜井市立図書館 633-0051 桜井市大字河西31 0744-44-2600 岩本　高幸 火･第2金･年末年始

10 五條市立図書館 637-0041 五條市本町1丁目1番5号 0747-22-4133 小室　茂夫 水･年末年始

11 御所市立図書館 639-2200 御所市13 0745-65-2580 西本　仁紀子
月(祝･休日に当たるときは
その次の平日)･月末･年末
年始

12 生駒市図書館 630-0212 生駒市辻町238 0743-75-5000 西野　貴子
月(祝日に当たるときは開
館)･第1金･年末年始

13 生駒市図書館北分館 630-0131 生駒市上町1543 0743-71-3332 平澤　佐千代
月(祝日に当たるときは開
館)･第1金･年末年始

14 生駒市図書館南分館 630-0223 生駒市小瀬町18 0743-77-0005 錦　好見
月(祝日に当たるときは開
館)･第1金･年末年始

15 香芝市民図書館 639-0243 香芝市藤山1丁目17-17 0745-77-1600 好川　雅章
月(祝日に当たるときはその次の平
日)・第1木(祝日に当たるときは第
2木)・年末年始

16 葛城市立新庄図書館 639-2137 葛城市南藤井70-1 0745-69-4646 柏井　英洋
火･第2,4水･月末（土,日,
休館日に当たるときはその
翌日）･年末年始

17 葛城市立當麻図書館 639-2164 葛城市長尾89-1 0745-48-6000 柏井　英洋
火･第2,4水･月末（土,日,
休館日に当たるときはその
翌日）･年末年始

18 山添村立波多野公民館 630-2343 山辺郡山添村春日1770 0743-85-0250 徳谷　嘉三
週休2日（月曜日、第1・第
3週の金曜日、第2・第4週
の日曜日）,年末年始

19 平群町立図書館 636-0936 生駒郡平群町福貴1037-2 0745-46-1120 林　勝之
水･祝・月末（土,日,休館
日に当たるときは一番近い
火）・年末年始

20 三郷町立図書館 636-0812 生駒郡三郷町勢野西1丁目4-4 0745-33-3030 本田　善計
水(祝日に当たるときはそ
の次の平日)・第1月・年末
年始

21 斑鳩町立図書館 636-0123 生駒郡斑鳩町興留10丁目6-43 0745-75-7733 竹口　万五市 火･祝･第2木･年末年始

22 安堵町図書室 639-1061 生駒郡安堵町東安堵853 0743-57-1600 楮山　素伸 火･木･日･祝･年末年始

23 川西町立図書館 636-0202 磯城郡川西町結崎32-1 0745-44-2212 深澤　達彦
月（祝・休日に当たるとき
はその次の平日）・祝・第
2水・年末年始

24 三宅町中央公民館 636-0213 磯城郡三宅町伴堂689 0745-44-2210 吉村　豊 月･祝･年末年始

8.平成30年度 奈良県内公共図書館・公民館図書室等一覧
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平成30年5月1日現在

館　　　　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号 館 長 名 定 例 休 館 日

1 奈良県立図書情報館 630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地 0742-34-2111 千田　稔

月（祝･休日に当たるときは次の平
日）･月末（土,日,月,祝･休日に当
たるときはその前の平日）･年末年
始

2 奈良市立中央図書館 630-8362 奈良市東寺林町38 0742-26-6101 奥田　喜隆
月（祝日を除く）・年末年
始

3 奈良市立西部図書館 631-0022 奈良市鶴舞西町1-21 0742-45-5669 神田　和幸
月（祝日を除く）・年末年
始

4 奈良市立北部図書館 631-0805 奈良市右京1丁目１-4 0742-72-2291 北出　慎一
月（祝日を除く）・年末年
始

5 大和高田市立図書館 635-0096 大和高田市西町1-45 0745-52-3424 秋丸　素子
月（祝日と重なる場合はそ
の次の平日）・年末年始

6 大和郡山市立図書館 639-1160 大和郡山市北郡山町211-3 0743-55-6600 中野　靖治
火（祝日に当たるときはそ
の翌日）･第1,3水･年末年
始

7 天理市立図書館 632-0035 天理市守目堂町117 0743-63-0739 森田　三喜子
月･祝･第4金（祝日に当た
るときはその前日）･年末
年始

8 橿原市立図書館 634-0075 橿原市小房町11-5 0744-29-2121 岸本　勝寛
月（祝日に当たるときはその次の
平日）･第3木（休日に当たるとき
はその次の平日）･年末年始

9 桜井市立図書館 633-0051 桜井市大字河西31 0744-44-2600 岩本　高幸 火･第2金･年末年始

10 五條市立図書館 637-0041 五條市本町1丁目1番5号 0747-22-4133 小室　茂夫 水･年末年始

11 御所市立図書館 639-2200 御所市13 0745-65-2580 西本　仁紀子
月(祝･休日に当たるときは
その次の平日)･月末･年末
年始

12 生駒市図書館 630-0212 生駒市辻町238 0743-75-5000 西野　貴子
月(祝日に当たるときは開
館)･第1金･年末年始

13 生駒市図書館北分館 630-0131 生駒市上町1543 0743-71-3332 平澤　佐千代
月(祝日に当たるときは開
館)･第1金･年末年始

14 生駒市図書館南分館 630-0223 生駒市小瀬町18 0743-77-0005 錦　好見
月(祝日に当たるときは開
館)･第1金･年末年始

15 香芝市民図書館 639-0243 香芝市藤山1丁目17-17 0745-77-1600 好川　雅章
月(祝日に当たるときはその次の平
日)・第1木(祝日に当たるときは第
2木)・年末年始

16 葛城市立新庄図書館 639-2137 葛城市南藤井70-1 0745-69-4646 柏井　英洋
火･第2,4水･月末（土,日,
休館日に当たるときはその
翌日）･年末年始

17 葛城市立當麻図書館 639-2164 葛城市長尾89-1 0745-48-6000 柏井　英洋
火･第2,4水･月末（土,日,
休館日に当たるときはその
翌日）･年末年始

18 山添村立波多野公民館 630-2343 山辺郡山添村春日1770 0743-85-0250 徳谷　嘉三
週休2日（月曜日、第1・第
3週の金曜日、第2・第4週
の日曜日）,年末年始

19 平群町立図書館 636-0936 生駒郡平群町福貴1037-2 0745-46-1120 林　勝之
水･祝・月末（土,日,休館
日に当たるときは一番近い
火）・年末年始

20 三郷町立図書館 636-0812 生駒郡三郷町勢野西1丁目4-4 0745-33-3030 本田　善計
水(祝日に当たるときはそ
の次の平日)・第1月・年末
年始

21 斑鳩町立図書館 636-0123 生駒郡斑鳩町興留10丁目6-43 0745-75-7733 竹口　万五市 火･祝･第2木･年末年始

22 安堵町図書室 639-1061 生駒郡安堵町東安堵853 0743-57-1600 楮山　素伸 火･木･日･祝･年末年始

23 川西町立図書館 636-0202 磯城郡川西町結崎32-1 0745-44-2212 深澤　達彦
月（祝・休日に当たるとき
はその次の平日）・祝・第
2水・年末年始

24 三宅町中央公民館 636-0213 磯城郡三宅町伴堂689 0745-44-2210 吉村　豊 月･祝･年末年始

8.平成30年度 奈良県内公共図書館・公民館図書室等一覧
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