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電話番号 図書館名 〒 所在地1 所在地2 所在地3

06-6203-0474 大阪府立中之島図書館 530-0005 大阪府 大阪市北区中之島1-2-10

06-6539-3300 大阪市立中央図書館 550-0014 大阪府 大阪市西区北堀江4-3-2

06-6375-0410 大阪市立北図書館 531-0074 大阪府 大阪市北区本庄東3-8-2

06-6354-3229 大阪市立都島図書館 534-0027 大阪府 大阪市都島区中野町2-16-25

06-6468-2336 大阪市立福島図書館 553-0006 大阪府 大阪市福島区吉野3-17-23

06-6463-3463 大阪市立此花図書館 554-0014 大阪府 大阪市此花区四貫島1-1-18

06-6211-3645 大阪市立島之内図書館 542-0082 大阪府 大阪市中央区島之内2-12-31

06-6552-1116 大阪市立大正図書館 551-0003 大阪府 大阪市大正区千島2-6-15

06-6771-2840 大阪市立天王寺図書館 543-0037 大阪府 大阪市天王寺区上之宮町4-47

06-6632-4946 大阪市立浪速図書館 556-0015 大阪府 大阪市浪速区敷津西1-5-23

06-6474-7900 大阪市立西淀図書館 555-0012 大阪府 大阪市西淀川区御幣島1-2-10

06-6305-2346 大阪市立淀川図書館 532-0025 大阪府 大阪市淀川区新北野1-10-14

06-6323-5476 大阪市立東淀川図書館 533-0023 大阪府 大阪市東淀川区東淡路1-4-53

06-6972-0727 大阪市立東成図書館 537-0014 大阪府 大阪市東成区大今里西3-6-6

06-6717-2381 大阪市立生野図書館 544-0021 大阪府 大阪市生野区勝山南4-7-11

06-6955-0307 大阪市立旭図書館 535-0003 大阪府 大阪市旭区中宮1-11-14

06-6931-6466 大阪市立城東図書館 536-0005 大阪府 大阪市城東区中央3-5-11

06-6913-0772 大阪市立鶴見図書館 538-0052 大阪府 大阪市鶴見区横堤5-3-15

06-6656-1009 大阪市立阿倍野図書館 545-0052 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118

06-6683-2788 大阪市立住之江図書館 559-0015 大阪府 大阪市住之江区南加賀屋3-1-20

06-6606-4946 大阪市立住吉図書館 558-0032 大阪府 大阪市住吉区遠里小野1-11-4

06-6699-7000 大阪市立東住吉図書館 546-0032 大阪府 大阪市東住吉区東田辺2-11-28

06-6793-0881 大阪市立平野図書館 547-0043 大阪府 大阪市平野区平野東1-8-2

06-6659-2346 大阪市立西成図書館 557-0041 大阪府 大阪市西成区岸里1-1-50

06-6576-2346 大阪市立港図書館 552-0007 大阪府 大阪市港区弁天2-1-5

06-6745-0170 大阪府立中央図書館 577-0011 大阪府 東大阪市荒本北57-3

0729-82-1235 旭町図書館 579-8048 大阪府 東大阪市旭町1-1

0729-65-7700 花園図書館 578-0924 大阪府 東大阪市吉田4-7-20

06-6781-5500 東大阪市立永和図書館 577-0054 大阪府 東大阪市高井田元町2-9-23

0727-51-2508 池田市立図書館 563-0029 大阪府 池田市五月丘1-10-12

0727-60-2383 池田市立図書館石橋プラザ 563-0032 大阪府 池田市石橋2-1-1 ﾘｳﾞｧｰｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ1F

072-893-1144 第一児童センター図書室 576-0054 大阪府 交野市幾野2-6-1

072-893-4881 青年の家図書館 576-0052 大阪府 交野市私部2-29-1

072-895-2103 星田コミュニティーセンター図書室 576-0016 大阪府 交野市星田1-49-5

072-891-1825 交野市立倉治図書館 576-0051 大阪府 交野市倉治6-9-20

06-6905-3921 守口市生涯学習情報センター 570-0003 大阪府 守口市大日町2-14-10

06-6992-1276 守口文化センター図書館 570-0038 大阪府 守口市河原町8-22

0727-29-1321 東図書館 562-0023 大阪府 箕面市粟生間谷西3-1-3

0727-24-8707 桜ヶ丘図書館 562-0046 大阪府 箕面市桜ヶ丘4-19-3

0727-27-1033 萱野南図書館 562-0036 大阪府 箕面市船場西3-8-22

0727-22-4580 箕面市立中央図書館 562-0001 大阪府 箕面市箕面5-11-23

0726-85-0440 天神山図書館 569-1117 大阪府 高槻市天神町2-6-17

072-674-7800 高槻市立中央図書館 569-0067 大阪府 高槻市桃園町２－１　 総合センター2F､3F

072-678-7401 高槻市立芝生図書館 569-0823 大阪府 高槻市芝生町4-3-11

072-693-9333 高槻市立阿武山図書館 569-1041 大阪府 高槻市奈佐原2-11-12

072-696-2880 高槻市立小寺池図書館 569-0813 大阪府 高槻市西五百住町１－１

072-622-2476 茨木市立中条図書館 567-0885 大阪府 茨木市東中条町2-3

072-627-4129 茨木市立中央図書館 567-0028 大阪府 茨木市畑田町1-51

072-637-4416 茨木市立水尾図書館 567-0891 大阪府 茨木市水尾3-3-18

072-620-1171 茨木市立庄栄図書館 567-0806 大阪府 茨木市庄2-26-12

072-620-1056 茨木市立穂積図書館 567-0033 大阪府 茨木市松ケ本町8-30

06-6192-0516 吹田市立千里山・佐井寺図書館 565-0843 大阪府 吹田市千里山松が丘25-2

06-6834-2922 吹田市立中央図書館北千里分室 565-0874 大阪府 吹田市古江台4-2-D-2

06-6875-1235 吹田市立山田図書館 565-0824 大阪府 吹田市山田西2-5-1

06-6387-0071 吹田市立中央図書館 564-0072 大阪府 吹田市出口町18-9

06-6385-3766 吹田市立江坂図書館 564-0063 大阪府 吹田市江坂町1-19-1

06-6317-0037 吹田市立さんくす図書館 564-0027 大阪府 吹田市朝日町3-501

06-6834-0132 吹田市立千里図書館 565-0862 大阪府 吹田市津雲台1-1-Ｄ-2

06-6332-8220 庄内幸町図書館 561-0833 大阪府 豊中市庄内幸町4-26-14

06-6843-4553 豊中市立岡町図書館 561-0884 大阪府 豊中市岡町北3-4-2

06-6845-2400 野畑図書館 561-0828 大阪府 豊中市春日町4-11-1

06-6856-4660 東豊中図書館 560-0003 大阪府 豊中市東豊中町5-2-1

06-6862-0800 服部図書館 561-0852 大阪府 豊中市服部本町5-2-8

06-6334-1261 庄内図書館 561-0828 大阪府 豊中市三和町3-2-1

06-6831-0225 千里図書館 560-0082 大阪府 豊中市新千里東町1-2-3

06-6908-2828 門真市立図書館 571-0048 大阪府 門真市新橋町3-4-101

0743-78-8844 田原図書館 575-0930 大阪府 四条畷市上田原1

072-878-3743 四条畷市立図書館 575-0052 大阪府 四条畷市中野3-5-25

072-823-0661 寝屋川市立東図書館 572-0848 大阪府 寝屋川市秦町41-1

072-838-0141 寝屋川市立中央図書館 572-0036 大阪府 寝屋川市池田西町28-22

072-840-2141 御殿山図書館 573-1182 大阪府 枚方市御殿山町10-16

072-855-1022 牧野図書館 573-1143 大阪府 枚方市宇山町4-5

072-846-4761 枚方市立枚方図書館 573-0032 大阪府 枚方市岡東町8-33

072-857-0463 菅原図書館 573-0163 大阪府 枚方市長尾元町1-35-1

072-859-6200 津田図書館 573-0121 大阪府 枚方市津田北町2-25-3

072-840-1921 山田図書館 573-1165 大阪府 枚方市都丘町6-9
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072-857-8030 楠葉図書館 573-0118 大阪府 枚方市楠葉並木2-29-5

072-834-3901 さだ図書館 573-0064 大阪府 枚方市北中振3-27-10

072-853-2041 香里ヶ丘図書館 573-1182 大阪府 枚方市香里ヶ丘4-2-1

0722-63-3100 高石市立図書館 592-0006 大阪府 高石市高師浜町6-5

0725-32-0562 泉大津市立図書館 595-0027 大阪府 泉大津市下條町11-35

0724-69-7130 泉佐野市立中央図書館 598-0043 大阪府 泉佐野市市場東1-295-1

0725-44-3072 和泉市立図書館 594-0071 大阪府 和泉市府中町4-20-1

0729-48-5454 志紀図書館 581-0094 大阪府 八尾市志紀町西1-3

0729-93-3606 八尾市立八尾図書館 581-0003 大阪府 八尾市本町2-1-12

0729-95-3883 八尾市立山本図書館 581-0867 大阪府 八尾市山本町1-8-11

0729-71-0335 柏原市立図書館 582-0007 大阪府 柏原市上市4-1-27

0723-66-0071 大阪狭山市立図書館 589-0021 大阪府 大阪狭山市今熊1-106

0724-23-2151 貝塚市民図書館 597-0106 大阪府 貝塚市畠中1-12-1

0724-22-2142 岸和田市立図書館 596-0073 大阪府 岸和田市岸城町1-18

0724-41-1451 山直図書館 596-0808 大阪府 岸和田市三田町715-1

0724-36-4500 春木図書館 596-0006 大阪府 岸和田市春木若松町21-1

06-6319-0577 摂津市民図書館 566-0023 大阪府 摂津市正雀4-9-25

0726-53-1040 摂津市立鳥飼図書センター 566-0052 大阪府 摂津市鳥飼本町5-12-5

0724-52-1001 熊取町立熊取図書館 590-0495 大阪府 泉南市熊取町野田4-2714-1

0724-82-7766 泉南市立図書館 590-0525 大阪府 泉南市馬場1-2-1　D195

072-873-3523 大東市立図書館 574-0037 大阪府 大東市新町13-30

0724-71-9000 阪南市立図書館 599-0201 大阪府 阪南市尾崎町35-3

0721-25-9812 富田林市立中央図書館喜志分室 584-0012 大阪府 富田林市粟ヶ池町2969-5 市民会館

0721-25-1781 富田林市立中央図書館東分室 584-0045 大阪府 富田林市山中田町1-5-50 東公民館

0721-28-1171 金剛図書館 584-0072 大阪府 富田林市高辺台2-1-2

0721-25-4921 富田林市立中央図書館 584-0093 大阪府 富田林市本町16-28

0729-37-2355 丹比図書館 583-0875 大阪府 羽曳野市樫山251-1

0729-58-0055 古市図書館 583-0852 大阪府 羽曳野市古市1-1-11

072-950-5500 羽曳野市立中央図書館 583-0854 大阪府 羽曳野市軽里1-1-1 市立生活文化情報センター内

0729-57-5553 羽曳が丘図書館 583-0864 大阪府 羽曳野市羽曳が丘西2-5-1

0729-52-2750 羽曳野市立陵南の森図書館 583-0881 大阪府 羽曳野市島泉8-8-1

072-950-2002 東部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ石川ﾌﾟﾗｻﾞ内東部図書館 583-0852 大阪府 羽曳野市古市１５４１-1

0729-38-2197 藤井寺市立図書館 583-0007 大阪府 藤井寺市林1-2-2

0723-33-2020 恵我図書館 580-0003 大阪府 松原市一津屋1-10-15

0723-32-0373 松原南図書館 580-0014 大阪府 松原市市岡5-11-19

0723-32-8560 三宅図書館 580-0046 大阪府 松原市三宅中3-17-15

0723-35-4000 情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 580-0016 大阪府 松原市上田7-11-19

0723-30-0551 天美西図書館 580-0034 大阪府 松原市天美西1-18-23

0723-36-7300 天美図書館 580-0032 大阪府 松原市天美東7-103

0723-34-8060 松原市民図書館 580-0044 大阪府 松原市田井城1-2-23

0723-32-0063 新町図書館 580-0023 大阪府 松原市南新町1-15-2

0721-98-5530 太子町立公民館図書室 583-0992 大阪府 南河内郡太子町大字山田24

0721-93-2500 河南町中央公民館図書室 585-8585 大阪府 南河内郡河南町白木1257

0721-72-1300 くすのきホール内図書館 585-0041 大阪府 南河内郡千早赤阪村大字水分263

0721-93-8321 大阪府立近つ飛鳥博物館 585-0001 大阪府 南河内郡河南町東山299

0721-52-6933 河内長野市立図書館 586-0016 大阪府 河内長野市西代町14-2

0722-70-8140 中図書館 599-8273 大阪府 堺市深井清水町1426

0722-44-3811 堺市立中央図書館 590-0801 大阪府 堺市大仙中町18-1

0722-35-1345 堺市立中央図書館登美丘分館 599-8123 大阪府 堺市大美野33-3

0722-94-0123 泉ヶ丘図書館 590-0115 大阪府 堺市茶山台1-7-1

0722-34-9600 中図書館東百舌鳥分館 599-8234 大阪府 堺市土塔町2363-23

0722-96-0025 泉ヶ丘図書館姆分館 590-0141 大阪府 堺市桃山台2-2-1

0722-71-2032 鳳図書館 593-8325 大阪府 堺市鳳南町4-444-1

0722-86-0071 中央図書館初芝分館 599-0816 大阪府 堺市野尻町221-4

0722-29-5120 青少年センター図書館 590-0930 大阪府 堺市柳之町西1-3-19

0722-96-2111 泉ヶ丘図書館美木多分館 590-0138 大阪府 堺市鴨谷台2-4-1

0722-22-0140 中央図書館堺市駅前分館 590-0014 大阪府 堺市田出井町1-1-300

0722-58-6850 北図書館 591-8021 大阪府 堺市新金岡町5-1-4


