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広島県大学図書館協議会 加盟館一覧 

  館名 住所 電話番号 

1 広島大学図書館 東広島市鏡山1-2-2 082-424-6200 

2 尾道市立大学附属図書館 尾道市久山田町1600-2 0848-22-8311 

3 県立広島大学学術情報センター図書館 広島市南区宇品東1-1-71 082-251-5179 

4 広島市立大学附属図書館 広島市安佐南区大塚東3-4-1 082-830-1508 

5 福山市立大学附属図書館 福山市港町2-19-1 084-999-1118 

6 エリザベト音楽大学附属図書館 広島市中区幟町4-15 082-221-0918 

7 日本赤十字広島看護大学図書館 廿日市市阿品台東1-2 0829-20-2880 

8 比治山大学図書館 広島市東区牛田新町4-1-1 082-229-8838 

9 広島経済大学図書館 広島市安佐南区祇園5-37-1 082-871-1662 

10 広島工業大学附属図書館 広島市佐伯区三宅2-1-1 082-921-4189 

11 広島国際大学図書館 東広島市黒瀬学園台555-36 0823-70-4504 

12 広島国際学院大学図書館 広島市安芸区中野6-20-1 082-820-2536 

13 広島修道大学図書館 広島市安佐南区大塚東1-1-1 082-830-1112 

14 広島女学院大学図書館 広島市東区牛田東4-13-1 082-228-0392 

15 広島都市学園大学附属図書館 広島市南区宇品西5-13-18 082-250-1133 

16 広島文化学園大学図書館 呉市郷原学びの丘1-1-1 0823-70-3305 

17 広島文教女子大学附属図書館 広島市安佐北区可部東1-2-1 082-814-9624 

18 福山大学附属図書館 福山市東村町字三蔵985-1 084-936-2111 

19 福山平成大学附属図書館 福山市御幸町上岩成正戸117-1 084-972-5011 

20 安田女子大学図書館 広島市安佐南区安東6-13-1 082-878-8578 

21 近畿大学工学部図書館 東広島市高屋うめの辺1 082-426-3460 

22 海上保安大学校図書館 呉市若葉町5-1 0823-21-4961 

23 山陽女子短期大学図書館 廿日市市佐方本町1-1 0829-32-0909 

24 呉工業高等専門学校図書館 呉市阿賀南2-2-11 0823-73-8406 

25 広島商船高等専門学校図書館 豊田郡大崎上島町東野4272-1 0846-67-3007 
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 凡例  ■＝東広島市 ■=三原市・尾道市 ■=廿日市市 ■=福山市 ■=庄原市 ■=呉ｴﾘｱ ■=広島市中区 ■=広島市東区 ■=広島市南区  ■=広島市西区・佐伯区 ■=広島市安芸区  ■=広島市安佐南区・安佐北区 
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～ひとめでわかる広島県内大学図書館マップ～ 

「ひとめマップ」を見れ
ば広島の大学図書館が
“ひとめ”でわかるよ！ 

ひとめちゃん 



ひとめマップ2017 

東広島市 

    広島大学図書館（中央図書館） 
【開館時間】 
授業期 （平日）8:30－22:00     
      （休日）10:00－20:00  
休業期 （平日）8:30－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR西条駅から広島大学行きバスで20分 
（広大中央口下車） 
【注意事項】 
利用証を発行の上貸出できます。（中学生
を除く15歳以上・本人確認書類要）入館・閲
覧の制限はありません。 

    広島大学図書館（東図書館） 
【開館時間】 
授業期 （平日）8:30－21:00  
      （土曜）10:00－17:00  
休業期 （平日）8:30－17:00 
【貸出】可 
【アクセス】 
JR西条駅から広島大学行きバスで20分 
（大学会館前下車） 
【注意事項】 
利用証を発行の上貸出できます。（中学生
を除く15歳以上・本人確認書類要）入館・閲
覧の制限はありません。 

    広島大学図書館（西図書館） 
【開館時間】 
授業期 （平日）8:30－21:00   
           （土曜）10:00－17:00  
休業期 （平日）8:30－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR西条駅から広島大学行きバスで20分 
（広大西口下車） 
【注意事項】 
利用証を発行の上貸出できます。（中学生
を除く15歳以上・本人確認書類要）入館・閲
覧の制限はありません。 

    広島国際大学図書館（本館） 
【開館時間】 
（平日）9:00－20:00  （土）9:00－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
西条駅：JRバス広島国際大学行 
矢野駅：広電バス広島国際大学行 
呉駅：JRバス広島国際大学行 
広島バスセンター：JRバスグリーンフェニックス
便広島国際大学行 乗車 
【注意事項】 
長期休暇中および試験等に伴う開館日時の変
更については、その都度図書館ホームページ、
掲示にて案内。貸出には図書館利用登録が
必要。 

    近畿大学工学部図書館 
【開館時間】 
講義期間中 （平日）8:45－20:00  
         （土曜）8:45－17:00  
長期休暇中  （平日） 9：00-17：00 
          （土曜） 9：00-13：00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
「JR西高屋駅」よりバス約5分または徒歩20
分 
【注意事項】 
高校生以上の方が利用できます。 
身分証明になるものを持参してください。 
貸出希望される方は申込が必要（有料）。 
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廿日市市 

   日本赤十字広島看護大学図書館 
【開館時間】 
学内者 （平日）8:00-20:00 （土）9:30-17:00 
学外者 （平日）9:00-17:00 
     （土）ご利用いただけません。 
【貸出】 一部可 
【アクセス】 
（JR）阿品駅より広電郊外バス西方面「阿品
台線」乗車約8分 
（広島電鉄）「広電阿品駅」より広電郊外バ
ス西方面「阿品台線」乗車約10分 
・ともに「日赤看護大学」下車 
【注意事項】 
・図書館を利用されるときは、管理棟1階事
務局で「一般利用者申込書」に必要事項を
ご記入ください。利用者カードを交付します。 
・国家試験の約1カ月前より、ご利用はご遠
慮いただきます。 

    山陽女子短期大学図書館 
【開館時間】 
講義期間中  9:00－19:30  
長期休暇中  9:00－17:30 
【貸出】 不可 
【アクセス】 
広電（宮島線）山陽女子大前 徒歩3分 
【注意事項】 
入館の場合、身分証明になるものを持参し
て下さい。 

三原市・尾道市 

    尾道市立大学附属図書館 
【開館時間】 
授業期間  8:45－20:00  
休業期間  8:45－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR山陽本線「尾道駅」よりおのみちバスで 
約25分 
【注意事項】 
入館時に住所の確認できるものが必要で
す。館外貸出は、尾道市に在住・通勤・通
学をされている方が対象となります。 

    県立広島大学 
     三原学術情報センター図書館 
【開館時間】 
講義期間中 （平日）8:45－21:30  
         （土曜）12:00－18:00  
長期休暇中 （平日）8:45－20:30 
【貸出】 可 
【アクセス】 
「JR三原駅」南口バス5番乗り場から芸陽 
バス「頼兼線」で約15分 
【注意事項】 
館外貸出は県内居住者または県内に通
勤・通学者のみ。（住所等の確認が必要で
す。） 
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福山市 

    福山市立大学附属図書館 
【開館時間】 
授業期間      8:45－21:00  
長期休業期間  8:45－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR福山駅より中国バスで大学前まで約9分 
【注意事項】 
・館内整理日等の休館日があります  
・貸出等の際には利用申込みが必要になり
ます（18歳以上・名前と住所が確認できる
身分証明書を提示） 

    福山大学附属図書館（本館） 
【開館時間】 
講義期間中 （平日）8:30－19:30  
         （土曜）8:30－16:30 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR松永駅北出口よりスクールバス（無料） 
乗り場まで１分、スクールバスは約15分毎
に運行。正門からキャンパスへ入ると正面
に「ロダン橋」が見えて来ます。そこを左折
すると「附属図書館 本館」があります。 
【注意事項】 
入口の「学外者利用票に記入の上、入館し
て下さい。なお、貸出希望者は予め「図書
館利用証」の交付を受けて下さい。 

    福山大学附属図書館（分館） 
【開館時間】 
講義期間中 （平日）8:30－19:30  
         （土曜）8:30－15:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR松永駅北出口よりスクールバス（無料） 
乗り場まで１分、スクールバスは約15分毎
に運行。「ロダン橋」よりキャンパス中央を
過ぎ、中庭を経ると34号館が見えて来ます。
その１階に「附属図書館 分館」があります。 
【注意事項】 
入口の「学外者利用票に記入の上、入館し
て下さい。なお、貸出希望者は予め本館に
て「図書館利用証」の交付を受けて下さい。 

    福山平成大学附属図書館 
【開館時間】 
講義期間中 （平日）8:30－19:00  
         （土曜）8:30－15:30  
長期休暇中 （平日）8:30－17:00  
         （土曜）8:30－12:30  
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR福塩線「神辺駅」からスクールバスで約
10分。または、JR福塩線「万能倉（まなぐ
ら）駅」下車、徒歩約15分。 
【注意事項】初めてご利用の方は、図書館
カウンターでお申し込みが必要です。（お申
込みの際、免許証等、ご住所とご本人のお
顔を確認できるものをお持ちください） 
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庄原市 

    県立広島大学 
     庄原学術情報センター図書館 
【開館時間】 
講義期間中  （平日）8:45－21:30  
長期休暇中  （平日）8:45－17:00 
土曜日         10：40－16：20 
【貸出】 可 
【アクセス】 
「JR庄原駅」近くのバスセンターからスクー
ルバスで約21分 
【注意事項】 
館外貸出は県内居住者または県内に通
勤・通学者のみ。（住所等の確認が必要で
す。） 
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呉エリア 

    広島国際大学図書館 （呉分館） 
【開館時間】 
(平日）9:00－20:00   (土）9:00－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR：呉線・新広駅から北へ徒歩約7分 
バス：広支所停留所から徒歩約5分 
【注意事項】 
長期休暇中および試験等に伴う開館日時
の変更については、その都度図書館ホー
ムページ、掲示にて案内。貸出には図書館
利用登録が必要。 

    広島文化学園図書館 
          （呉・郷原キャンパス） 
【開館時間】 
(平日）9:00－17:00 
【貸出】 不可     
【アクセス】 
JR呉線「新広」駅下車  
呉市営バス（郷原黒瀬線、黒瀬方面行き）
約20分、「広島文化学園大学」バス停 
【注意事項】 
入館の際は事務室でご記名ください。 

        広島文化学園図書館 
               （広島・坂キャンパス） 
【開館時間】 
講義期間中 （平日＊金除く） 9:00－19:00  
         （金曜開館）  9:00－17:00 
【貸出】 不可 
【アクセス】 
JR呉線「坂」駅下車、坂駅北口（海側）より 
約400m 
【注意事項】 
入館の際は事務室でご記名ください。 

    広島文化学園図書館 
          （呉・阿賀キャンパス） 
【開館時間】 
講義期間中 (平日＊木曜日除く）9:00－20:00 
(木）9:00－18:00   (土）13:00－17:00 
長期休暇中 （平日）9:00－17:00 
【貸出】 不可 
【アクセス】 
JR呉線「安芸阿賀駅」下車､徒歩約8分 
【注意事項】 
入館の際は事務室でご記名ください。 

    海上保安大学校図書館 
【開館時間】 
(月・火・木）8:30－18:30  
(水・金）8:30－17:00  
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR「吉浦駅」より呉市営バスで約5分 
【注意事項】 
貸出希望の場合は身分証が必要。 

    呉工業高等専門学校図書館 
【開館時間】 
授業期間中 9:00－20:00 
                  （土）10:00－15:30  
試験期間中 9:00－21:00  
                   (土・日）10:00－17:30  
長期休業中 9:00－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
呉線安芸阿賀駅下車徒歩約7分 
【注意事項】 
貸出には利用登録が必要となります。「図
書館利用申請書」にご記入の上、本人確認
書類（住所、氏名、連絡先の確認できる書
類）を提示してください。「利用者カード」を
発行します。 

        広島商船高等専門学校図書館 
【開館時間】 
講義期間中  8:30－19:00  
長期休業中  8:30－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
フェリー「白水港」よりバスで約5分 「商船
高専前」下車 徒歩3分 
【注意事項】 
土・日の開館時間：10:15～17:00 
その他休館日：夏季休業、年末年始、入試
日 貸出には予め図書館利用登録が必要
です。＊2017年10月末（予定）まで図書館
改修工事のため臨時休館します。 
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広島市中区 

    広島大学図書館 
          （東千田図書館） 
【開館時間】 
授業期 （平日）8:30－22:00  
      （土・日）13:00－19:00（試行） 
休業期 （平日）8:30－21:00  
      （土曜）13:00－19:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
市内電車「日赤病院前」から徒歩3分 
【注意事項】 
利用証を発行の上貸出できます。（中学生
を除く15歳以上・本人確認書類要）入館・閲
覧の制限はありません。 

    エリザベト音楽大学附属図書館 
【開館時間】 
（平日）8:50－16:50   （土）8:50－12:00 
【貸出】 不可 
【アクセス】 
・JR広島駅南口から徒歩12分 
・市内電車またはバス「銀山町（かなやま
ちょう）」下車 徒歩4分 
【注意事項】 
入館の際、所属大学の身分証が必要です。 

    広島国際大学図書館 
            （広島分館） 
【開館時間】 
（平日）9:00－20:00   （土）9:00－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR広島駅南口から徒歩10分、 
市電銀山町駅から徒歩6分 
【注意事項】 
長期休暇中および試験等に伴う開館日時
の変更については、その都度図書館ホー
ムページ、掲示にて案内。貸出には図書館
利用登録が必要。 
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広島市東区 

    比治山大学図書館 
【開館時間】 
授業期   平日 8:30－19:00   
            （第2・4 土曜）10:00－16:00 
休業期   平日 9:00－17:00 
      土曜 閉館 
【貸出】 不可 
【アクセス】 
アストラムライン不動院前駅 下車700m 
【注意事項】 
7・12・1月の土曜日は毎週開館 
HPでご確認の上、ご来館ください。  

    広島女学院大学図書館 
【開館時間】 
授業期 （平日） 8：45-20：00  
      （土曜） 8：45-17：00 
休業期 （平日） 8：45-17：00 
      （土曜） 8：45-12：00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR広島駅新幹線口から約15分 
広電バス5号線「牛田早稲田行」乗車「女学
院大学前」下車（紙屋町方面から広電バス 
6号線あり） 
【注意事項】 
休館日及び開館日時の詳細は図書館HPで
ご確認ください。(日曜開館あり） 
貸出及び登録を希望される方は本人確認
の出来るものをご持参ください。 
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広島市南区 

    広島大学図書館（霞図書館） 
【開館時間】 
授業期 （平日）8:30－22:00  
      （休日）9:45－20:00 
休暇期 （平日）8:30－22:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR広島駅より大学病院行きバスで20分 
（終点：大学病院前下車） 
【注意事項】 
利用証を発行の上貸出できます。（中学生
を除く15歳以上・本人確認書類要）入館・閲
覧の制限はありません。 

    県立広島大学 
       広島学術情報センター図書館 
【開館時間】 
講義期間中 （平日）8:45－21:30  
         （土曜）12:00－18:00 
長期休暇中 （平日）8:45－20:30 
【貸出】 可 
【アクセス】 
「JR広島駅」から広島バス「31号(翠町）線」
で約20分 
または市内電車[5]広島港（宇品）行きにて
約22分「県病院前」下車－徒歩7分 
【注意事項】 
館外貸出は県内居住者または県内に通
勤・通学者のみ。（住所等の確認が必要で
す。） 

    広島都市学園大学附属図書館 
            （宇品キャンパス） 
【開館時間】 
（平日）9:00－19:00  （土）9:00－14:00 
【貸出】 不可 
【アクセス】 
〈市内電車〉広島電鉄「宇品４丁目」電停下
車徒歩8分。 
〈バス〉広島バス「宇品西３丁目」バス停下
車徒歩3分。 
【注意事項】 
初めて来館される時は本人確認ができるも
のをご提示下さい。 
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広島市安芸区 

    広島国際学院大学図書館 
                          （中野キャンパス） 
【開館時間】 
通常期 （平日）8:30－18:50   
休業期 （平日）8:30－16:50  
土曜日  8:30－13:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR山陽本線「中野東駅」下車、徒歩7分 
【注意事項】 
＜入館条件＞ 
15歳以上（中学生を除く）で県内在住の方 
＜持参書類＞ 身分証明書 
＊貸出希望の場合は図書館利用者カード
が必要 

    広島国際学院大学 
               自動車短期大学部図書館 
【開館時間】 
（平日）9：00－16：50 （土）9：00－13：00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR山陽本線「瀬野駅」よりスクールバスで 
17分 
【注意事項】 
貸出希望の場合はカード作成のため身分
証明書が必要です。 

広島市西区・佐伯区 

     広島工業大学附属図書館 
【開館時間】 
講義期間中 （平日）9:00－21:00  
         （土曜）9:00－16:30 
休講期間中 （平日）9:00－17:00 
         （土曜）9:00－12:30 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR山陽本線「五日市駅」下車 ⇒ 広電宮
島線に乗り換えて「楽々園」下車 ⇒ 徒歩
15分 
【注意事項】 
入館の際は手続きが必要です。 
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広島市安佐南区・安佐北区 

    広島市立大学附属図書館 
【開館時間】 
通 常 期  8:45－19:00 
定期試験期   8:45－20:00  
長期休業期   8:45－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
「広島バスセンター」からバスで約13分 
JR「横川駅」からバスで約15分 
アストラムライン「大塚駅」からバスで約2分 
【注意事項】 
館外貸出は15歳以上（中学生を除く）で市
内に居住または通勤通学している方のみ 

     広島経済大学図書館 
【開館時間】 
講義期間中 （平日）8:30－21:00 
         （土曜）9:00－17:00 
長期休暇中   9:00－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR「下祗園駅」からスクールバスで約5分 
【注意事項】 
図書館の利用は、利用者証が必要です。
初回来館時に住所が確認できるものを提
示の上、交付を受けてください。 

     広島修道大学図書館 
【開館時間】 
授業期 （平日）8:45－20:30  
      （土・日）10:00－16:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
アストラムライン「広域公園前駅」より徒歩 
8分 
【注意事項】 
閲覧・貸出希望の場合は利用登録が必要
です。休暇中の開館日、及び時間は変更に
なります。詳しくは本学HPをご覧ください。 

     広島都市学園大学附属 
              西風図書館 
【開館時間】 
平日 9：00-19：00 
【貸出】 不可 
【アクセス】 
＜バス＞広島電鉄バス「市立大学前」バス
停下車徒歩3分 
＜アストラムライン＞「大塚駅」下車徒歩約
15分 
【注意事項】 
初めて来館される時は、本人確認ができる
ものをご提示ください。 

     広島文化学園図書館 

    （広島・長束キャンパス図書館） 
【開館時間】 
講義期間中   9:00－18:00  
長期休暇中   9:00－17:00 
【貸出】 可 
【アクセス】 
JR可部線「安芸長束駅」より徒歩15分 
【注意事項】 
貸出は成人の方のみ可能です。貸出希望
の方は現住所がわかるものをお持ちくださ
い。 

     広島文教女子大学附属図書館 
【開館時間】 
授業期 （平日） 8：45-19：00 
    （土曜） 8：45-15：00 
休業期 （平日） 8：45-17：00 
【貸出】 不可 

【アクセス】 
JR「可部駅」よりスクールバス（有料）で 
約10分 
JR「下深川駅」よりスクールバス（有料）で
約12分 
【注意事項】 
入館の際には手続きが必要です。本人確
認書類（学生証・免許証など）をお持ちくだ
さい。 

     安田女子大学図書館 
【開館時間】 
授業期 （月～土）8:30－21:00 
休業期 （月～土）9:00－18:00 
【貸出】 不可 
【アクセス】 
「アストラムライン」安東駅下車徒歩4分 
【注意事項】 
入館の際は手続きが必要です。本人確認
書類（学生証・免許証など）をお持ちください。 
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図書館によって開館時間や貸出の
方法が違うので、基本情報をしっか
り確認してね 

訪ねる前に各図書館の
ホームページで休館日や
その他の情報のチェック
を忘れずに！ 

検索 広島県大学図書館協議会 各図書館の詳しい情報は 広島 
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～ひとめでわかる広島県内大学図書館マップ～ 


