
所蔵機関一覧 2023年3月

機関コード 機関名 機関名ヨミ
027 愛知教育大学附属図書館 アイチキョウイクダイガクフゾクトショカン
380 愛知芸術文化センター愛知県図書館 アイチゲイジュツブンカセンターアイチケントショカン
078 愛知県立大学長久手キャンパス図書館 アイチケンリツダイガクナガクテキャンパストショカン
171 青森県立図書館 アオモリケンリツトショカン
152 青山学院資料センター アオヤマガクインシリョウセンター
165 秋田県立図書館 アキタケンリツトショカン
002 秋田大学附属図書館 アキタダイガクフゾクトショカン
501 飯田市立図書館 イイダシリツトショカン
477 石川県立音楽堂音楽資料室 イシカワケンリツオンガクドウシリョウシツ
240 石川県立図書館 イシカワケンリツトショカン
429 糸魚川歴史民俗資料館 イトイガワレキシミンゾクショリョウカン
190 茨城県立図書館 イバラキケンリツトショカン
167 岩手県立図書館 イワテケンリツトショカン
003 岩手大学図書館 イワテダイガクジョウホウメディアセンタートショカン
229 愛媛県立図書館 エヒメケンリツトショカン
131 エリザベト音楽大学附属図書館 エリザベトオンガクダイガクフゾクトショカン
084 大分県立芸術文化短期大学附属図書館 オオイタケンリツゲイジュツブンカタンキダイガクフゾクトショカン
469 大分県立先哲史料館 オオイタケンリツセンテツシリョウカン
234 大分県立図書館 オオイタケンリツトショカン
472 大分市歴史資料館 オオイタシレキシシリョウカン
058 大分大学学術情報拠点図書館 オオイタダイガクガクジュツジョウホウキョテントショカン
475 大阪音楽大学音楽メディアセンター 楽器資料館 オオサカオンガクダイガクオンガクメディアセンターガッキシリョウカン
127 大阪音楽大学付属図書館 オオサカオンガクダイガクフゾクトショカン
033 大阪教育大学附属図書館 オオサカキョウイクダイガクフゾクトショカン
128 大阪芸術大学図書館 オオサカゲイジュツダイガクトショカン
207 大阪市立図書館 オオサカシリツトショカン
511 大阪府立中央図書館 オオサカフリツチュウオウトショカン
206 大阪府立中之島図書館 オオサカフリツナカノシマトショカン
159 大谷大学図書館 オオタニダイガクトショカン
417 岡山県立図書館 オカヤマケンリツトショカン
085 沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館 オキナワケンリツゲイジュツダイガクフゾクトショカンゲイジュツシリョウカン
237 沖縄県立図書館 オキナワケンリツトショカン
012 お茶の水女子大学附属図書館 オチャノミズジョシダイガクフゾクトショカン
263 おぼろ月夜の館斑山文庫 オボロヅキヨノヤカタハンザンブンコ
225 香川県立図書館 カガワケンリツトショカン
146 学習院大学図書館 ガクシュウインダイガクトショカン
110 鹿児島国際大学附属図書館 カゴシマコクサイダイガクフゾクトショカン
260 加須市教育委員会生涯学習課 カゾシキョウイクイインカイショウガイガクシュウカ
133 活水女子大学図書館 カッスイジョシダイガクトショカン
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182 神奈川県立図書館 カナガワケンリツトショカン
163 関西学院大学図書館 カンセイガクインダイガクトショカン
422 北原白秋生家・記念館 キタハラハクシュウセイカキネンカン
202 岐阜県図書館 ギフケントショカン
029 岐阜大学図書館 ギフダイガクトショカン
054 九州大学附属図書館 キュウシュウダイガクフゾクトショカン
035 京都教育大学附属図書館 キョウトキョウイクダイガクフゾクトショカン
080 京都市立芸術大学附属図書館 キョウトシリツゲイジュツダイガクフゾクトショカン
471 京都府立京都学・歴彩館 キョウトフリツキョウトガクレキサイカン
208 京都府立図書館 キョウトフリトショカン
157 近畿大学中央図書館 キンキダイガクチュウオウトショカン
117 国立音楽大学附属図書館 クニタチオンガクダイガクフゾクトショカン
233 熊本県立図書館 クマモトケンリツトショカン
193 群馬県立図書館 グンマケンリツトショカン
196 県立長野図書館 ケンリツナガノトショカン
228 高知県立図書館 コウチケンリツトショカン
051 高知大学学術情報基盤図書館中央館 コウチダイガクガクジュツジョウホウキバントショカンチュウオウカン
102 神戸女学院大学図書館 コウベジョガクインダイガクトショカン
212 神戸市立図書館 コウベシリツトショカン
039 神戸大学附属図書館 コウベダイガクフゾクトショカン
149 国際基督教大学図書館 コクサイキリストキョウダイガクトショカン
415 国際日本文化研究センター図書館 コクサイニホンブンカケンキュウセンタートショカン
506 国文学研究資料館 コクブンガクケンキュウシリョウカン
384 国立教育政策研究所教育図書館 コクリツキョウイクセイサクケンキュウジョキョウイクトショカン
177 国立国会図書館 コクリツコッカイトショカン

431
国立国会図書館支部宮内庁図書館／宮内庁書陵部図
書課図書館係

コクリツコッカイトショカンシブクナイチョウトショカンクナイチョウショリョウブトショカトショカンガ
カリ

192 埼玉県立図書館 サイタマケンリツトショカン
021 埼玉大学図書館 サイタマダイガクトショカン
500 堺市立図書館 サカイシリツトショカン
231 佐賀県立図書館 サガケンリツトショカン
205 滋賀県立図書館 シガケンリツトショカン
031 滋賀大学附属図書館 シガダイガクフゾクトショカン
106 四国大学附属図書館 シコクダイガクフゾクトショカン
198 静岡県立中央図書館 シズオカケンリツチュウオウトショカン
217 島根県立図書館 シマネケンリツトショカン
066 上越教育大学附属図書館 ジョウエツキョウイクダイガクフゾクトショカン
137 上智大学キリシタン文庫 ジョウチダイガクキリシタンブンコ
265 白井鐵造記念館 シライテツゾウキネンカン
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107 聖カタリナ大学附属図書館 セイカタリナダイガクフゾクトショカン
120 聖徳大学川並弘昭記念図書館 セイトクダイガクカワナミヒロアキキネントショカン
507 仙台市図書館 センダイシトショカン
099 相愛大学図書館 ソウアイダイガクトショカン
270 瀧廉太郎記念館 タキレンタロウキネンカン
090 玉川大学教育学術情報図書館 タマガワダイガクキョウイクガクジュツジョウホウトショカン
470 玉川大学教育博物館 タマガワダイガクキョウイクハクブツカン
187 千葉県立中央図書館 チバケンリツチュウオウトショカン
151 中央大学図書館 チュウオウダイガクトショカン
018 筑波大学附属図書館 ツクバダイガクフゾクトショカン
092 東海大学付属図書館 トウカイダイガクフゾクトショカン
089 東京音楽大学付属図書館 トウキョウオンガクダイガクフゾクトショカン
014 東京学芸大学附属図書館 トウキョウガクゲイダイガクフゾクトショカン
010 東京芸術大学音楽学部小泉文夫記念資料室 トウキョウゲイジュツダイガクオンガクガクブコイズミフミオキネンシリョウシツ
011 東京芸術大学附属図書館 トウキョウゲイジュツダイガクフゾクトショカン
389 東京書籍株式会社附設 教科書図書館東書文庫 トウキョウショセキカブシキガイシャフセツキョウカショトショカントウショブンコ
505 東京大学教育学部図書室 トウキョウダイガクキョウイクガクブトショシツ
504 東京都立多摩図書館 トウキョウトリツタマトショカン
251 東京文化会館音楽資料室 トウキョウブンカカイカンオンガクシリョウシツ
101 同志社女子大学図書館 ドウシシャジョシダイガクトショカン
158 同志社大学図書館 ドウシシャダイガクトショカン
116 桐朋学園大学附属図書館 トウホウガクエンダイガクフゾクトショカン
125 同朋大学・名古屋音楽大学図書館 ドウホウダイガクナゴヤオンガクダイガクトショカン
070 東北大学附属図書館 トウホクダイガクフゾクトショカン
476 東洋文庫 トウヨウブンコ
049 徳島大学附属図書館 トクシマダイガクフゾクトショカン
215 鳥取県立図書館 トットリケンリツトショカン
241 富山県立図書館 トヤマケンリツトショカン
508 豊橋市図書館 トヨハシシトショカン
232 長崎県立長崎図書館 ナガサキケンリツナガサキトショカン
056 長崎大学附属図書館 ナガサキダイガクフゾクトショカン
201 名古屋市図書館 ナゴヤシトショカン
209 奈良県立図書情報館 ナラケンリツトショジョウホウカン
050 鳴門教育大学附属図書館 ナルトキョウイクダイガクフゾクトショカン
243 新潟県立図書館 ニイガタケンリツトショカン
067 新潟大学附属図書館 ニイガタダイガクフゾクトショカン
213 西宮市立中央図書館 ニシノミヤシリツチュウオウトショカン
394 日本近代文学館 ニホンキンダイブンガクカン
510 函館市中央図書館 ハコダテシチュウオウトショカン
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172 八戸市立図書館 ハチノヘシリツトショカン
214 兵庫県立図書館 ヒョウゴケンリツトショカン
173 弘前市立図書館 ヒロサキシリツトショカン
004 弘前大学附属図書館 ヒロサキダイガクフゾクトショカン
222 広島市立図書館 ヒロシマシリツトショカン
044 広島大学図書館 ヒロシマダイガクフゾクトショカン
119 フェリス女学院大学附属図書館山手分室 フェリスジョガクインダイガクフゾクトショカンヤマテブンシツ
053 福岡教育大学学術情報センター図書館 フクオカキョウイクダイガクガクジュツジョウホウセンタートショカン
421 福岡県教育センター資料室 フクオカケンキョウイクセンターシリョウシツ
083 福岡県立大学附属図書館 フクオカケンリツダイガクフゾクトショカン
230 福岡県立図書館 フクオカケンリツトショカン
244 福島県立図書館 フクシマケンリツトショカン
068 福島大学附属図書館 フクシマダイガクフゾクトショカン
267 藤井清水資料室 フジイキヨミシリョウシツ
186 藤沢市文書館 フジサワシモンジョカン
007 北海道教育大学附属図書館岩見沢館 ホッカイドウキョウイクダイガクフゾクトショカンイワミザワカン
001 北海道教育大学附属図書館札幌館 ホッカイドウキョウイクダイガクフゾクトショカンサッポロカン
512 北海道教育大学附属図書館函館館 ホッカイドウキョウイクダイガクフゾクトショカンハコダテカン
006 北海道大学附属図書館 ホッカイドウダイガクフゾクトショカン
175 北海道立図書館 ホッカイドウリツトショカン
194 前橋市立図書館 マエバシシリツトショカン
502 松本市中央図書館 マツモトシチュウオウトショカン
204 三重県立図書館 ミエケンリツトショカン

030
三重大学　情報教育・研究機構情報ライブラリーセン
ター

ミエダイガクジョウホウキョウイクケンキュウキコウジョウホウライブラリーセンター

406 三島市郷土資料館 ミシマシキョウドシリョウカン
221 三原市立図書館 ミハラシリツトショカン
134 宮城学院女子大学図書館 ミヤギガクインジョシダイガクトショカン
245 宮城県図書館 ミヤギケントショカン
059 宮崎大学附属図書館 ミヤザキダイガクフゾクトショカン
253 民音音楽博物館音楽ライブラリー ミンオンオンガクハクブツカンオンガクライブラリー
115 武蔵野音楽大学図書館 ムサシノオンガクダイガクトショカン
174 室蘭市図書館 ムロランシトショカン
140 明治学院大学図書館 メイジガクインダイガクトショカン
250 明治学院大学図書館付属日本近代音楽館 メイジガクインダイガクトショカンフゾクニホンキンダイオンガクカン
135 明治大学図書館 メイジダイガクトショカン
071 山形大学小白川図書館 ヤマガタダイガクコジラカワトショカン
224 山口県立山口図書館 ヤマグチケンリツヤマグチトショカン
047 山口大学図書館 ヤマグチダイガクトショカン
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197 山梨県立図書館 ヤマナシケンリツトショカン
145 立教大学図書館 リッキョウダイガクトショカン
161 立命館大学図書館 リツメイカンダイガクトショカン
061 琉球大学附属図書館 リュウキュウダイガクフゾクトショカン
210 和歌山県立図書館 ワカヤマケンリツトショカン
038 和歌山大学図書館 ワカヤマダイガクトショカン
144 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 ワセダダイガクツボウチハクシキネンエンゲキハクブツカン
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