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施 設（令和３(2021)年４月現在）

図書館名

郵便番号 所在地

電話

FAX

宇都宮大学附属図書館

321-8505 宇都宮市峰町350

028-649-5130

028-649-5138

宇都宮大学附属図書館陽東分館

321-8585 宇都宮市陽東7-1-2

028-689-6312

028-689-6313

足利大学附属図書館

326-8558 足利市大前町268-1

0284-62-0794

0284-62-9359

自治医科大学図書館

329-0431 下野市薬師寺3311-160

0285-58-7057

0285-44-8357

獨協医科大学図書館

321-0293 壬生町北小林880

0282-87-2110

0282-86-6214

白鷗大学総合図書館本館

323-8586 小山市駅東通り2-2-2

0285-20-8100

0285-20-8109

白鷗大学総合図書館大行寺分館

323-8585 小山市大行寺1117

0285-22-9737

0285-22-9749

作新学院大学・
作新学院大学女子短期大学部図書館

321-3295 宇都宮市竹下町908

028-670-3652

028-670-3619

帝京大学宇都宮キャンパス図書館

320-8551 宇都宮市豊郷台1-1

028-627-7128

028-627-7126

国際医療福祉大学図書館

324-8501 大田原市北金丸2600-1

0287-24-3041

0287-24-3042

宇都宮共和大学図書室

320-0811 宇都宮市大通り1-3-18

028-650-6611

028-650-6613

文星芸術大学・
宇都宮文星短期大学図書館

320-0058 宇都宮市上戸祭4-8-15

028-625-3736

028-625-3734

國學院大學栃木学園図書館

328-8588 栃木市平井町608

0282-22-3123

0282-22-3123

宇都宮短期大学図書館

321-0346 宇都宮市下荒針町長坂3829

028-648-2313

028-648-2313

足利短期大学附属図書館

326-0808 足利市本城3-2120

0284-21-7160

0284-21-7160

佐野日本大学短期大学図書館

327-0821 佐野市高萩町1297

0283-21-1200

0283-21-2020

小山工業高等専門学校
図書情報センター

323-0806 小山市大字中久喜771

0285-20-2117

0285-20-2883

栃木県議会図書室

320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

028-623-3743

028-623-3755

栃木県総合教育センター図書資料室

320-0002 宇都宮市瓦谷町1070

028-665-7206

028-665-7219

栃木県立衛生福祉大学校図書室

320-0834 宇都宮市陽南4-2-1

028-645-9227

028-659-8551

栃木県農業大学校

321-3233 宇都宮市上籠谷町1145-1

028-667-0711

028-667-4943

とちぎ男女共同参画センター
パルティ情報ライブラリー

320-0071 宇都宮市野沢町4-1

028-665-7700

028-665-7722

とちぎ視聴覚障害者情報センター

320-8508 宇都宮市若草1-10-6

028-621-6208

028-627-6880

その他の図書館
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図書館名

ホームページアドレス

宇都宮大学附属図書館

メールアドレス
tossoumu@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

http://www.lib.utsunomiya-u.ac.jp/

宇都宮大学附属図書館陽東分館

yoto_lib@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

足利大学附属図書館

https://www2.ashitech.ac.jp/library/ind
tosyoka@g.ashikaga.ac.jp
ex.html

自治医科大学図書館

https://www.jichi.ac.jp/toshokan/

library@jichi.ac.jp

獨協医科大学図書館

https://lib.dokkyomed.ac.jp/

library@dokkyomed.ac.jp

白鷗大学総合図書館本館

https://library.hakuoh.jp

lib@ad.hakuoh.ac.jp

白鷗大学総合図書館大行寺分館

-

-

作新学院大学・
作新学院大学女子短期大学部図書館

http://www.sakushin-u.ac.jp/library/

tosyo@sakushin-u.ac.jp

帝京大学宇都宮キャンパス図書館

https://tk-opac.main.teikyo-u.ac.
jp/?page_id=149

tosho@riko.teikyo-u.ac.jp

国際医療福祉大学図書館

http://lib.iuhw.ac.jp/

lib@iuhw.ac.jp

宇都宮共和大学図書室

-

sukalib@kyowa-u.ac.jp

文星芸術大学・
宇都宮文星短期大学図書館

http://www.bunsei.ac.jp/sys/guido/facility/l
tosyo@art.bunsei.ac.jp
ibrary/

國學院大學栃木学園図書館

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/tosh
okan

宇都宮短期大学図書館

http://ujc.ac.jp

tosyokan@ujc.ac.jp

足利短期大学附属図書館

http://www.ashikaga.ac.jp

tosyokan.ajc＠g.ashikaga.ac.jp

佐野日本大学短期大学図書館

http://sanotan.jp

library@sano-c.ac.jp

小山工業高等専門学校
図書情報センター

http://www.oyama-ct.ac.jp/tosyo/

tosho@oyama-ct.ac.jp

栃木県議会図書室

-

-

栃木県総合教育センター図書資料室

http://www.tochigiedu.ed.jp/center/tosy
o/

-

栃木県立衛生福祉大学校図書室

-

-

栃木県農業大学校

http://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/index
nougyou-dai@pref.tochigi.lg.jp
.html

とちぎ男女共同参画センター
パルティ情報ライブラリー

https://www.parti.jp/

とちぎ視聴覚障害者情報センター

https://www.tochigikenshakyo.jp/service/cent
sityokaku-tenji@tochigikenshakyo.jp
er/index.html

その他の図書館
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info-parti@parti.jp

図書館
延床面積
[㎡]

図書館名

創立年月日

開館年月日

閲覧席数

宇都宮大学附属図書館

昭和24年5月31日

平成14年2月28日

6,871

568

宇都宮大学附属図書館陽東分館

昭和42年4月1日

令和3年4月1日

1,138

154

足利大学附属図書館

昭和42年5月18日

昭和54年4月1日

3,570

126

自治医科大学図書館

昭和47年4月1日

昭和56年10月1日

3,678

227

獨協医科大学図書館

昭和48年4月1日

昭和50年2月1日

5,895

333

白鷗大学総合図書館本館

昭和61年4月1日

平成30年4月1日

3,946

553

白鷗大学総合図書館大行寺分館

昭和61年4月1日

平成11年4月1日

3,599

449

作新学院大学・
作新学院大学女子短期大学部図書館

平成元年5月18日（大学）
平成12年5月18日
昭和42年11月11日（短大）

5,137

321

帝京大学宇都宮キャンパス図書館

昭和41年6月29日

平成元年5月1日

2,377

360

国際医療福祉大学図書館

平成7年4月1日

平成7年4月10日

2,457

726

宇都宮共和大学図書室

平成11年4月1日

平成18年4月1日

251

68

文星芸術大学・
宇都宮文星短期大学図書館

平成元年6月8日

平成11年4月1日

851

105

國學院大學栃木学園図書館

昭和41年4月

昭和41年4月

3,378

344

宇都宮短期大学図書館

昭和42年4月1日

平成13年4月1日

535

120

足利短期大学附属図書館

昭和54年4月1日

平成元年9月25日

468

73

佐野日本大学短期大学図書館

平成2年4月1日

平成5年9月1日

870

103

小山工業高等専門学校
図書情報センター

昭和40年4月1日

昭和51年4月1日

1,354

108

栃木県議会図書室

昭和24年2月11日

平成19年4月25日

305

17

栃木県総合教育センター図書資料室

平成4年10月22日

平成4年10月22日

350

28

栃木県立衛生福祉大学校図書室

昭和59年4月1日

昭和59年4月1日

407

60

栃木県農業大学校

昭和38年11月12日

昭和54年3月25日

190

54

とちぎ男女共同参画センター
パルティ情報ライブラリー

平成8年4月1日

平成8年4月1日

380

30

とちぎ視聴覚障害者情報センター

昭和54年5月1日

平成12年11月1日

635

8

その他の図書館
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