
2 佐世保市立図書館 1 松浦市立図書館 2 長崎総合科学大学 2 県立郷土課 4 島原図書館 1 島原図書館 1 県立郷土課 5 佐世保市立図書館 1 長崎総合科学大学 5 長崎総合科学大学 2 長崎総合科学大学 2 島原図書館
(木) 県立大学佐世保校 （金） 福島図書館 （火） 県立郷土課 (木) 長崎市立図書館 （火） 雲仙市図書館 （火） 雲仙市図書館 （木） 長崎市立図書館 （木） 県立大学佐世保校 (火) 県立郷土課 (火) 県立郷土課 （火） 県立郷土課 （火） 雲仙市図書館

佐々町立図書館 伊万里市民図書館 長崎大学（片淵町） 西彼図書館 諫早図書館 諫早図書館 西彼図書館 佐々町立図書館 長崎大学（片淵町） 長崎大学（片淵町） 長崎大学（片淵町） 諫早図書館
県北 平戸永田記念図書館 県北 波佐見町図書館 長崎 活水女子大学 県央 大瀬戸歴民図書室 島原 長崎ウエスレヤン大学 島原 長崎ウエスレヤン大学 県央 大瀬戸歴民図書室 県北 平戸永田記念図書館 長崎 香焼図書館 長崎 活水女子大学 長崎 活水女子大学 島原 長崎ウエスレヤン大学

平戸図書館 川棚中央公民館図書室 香焼図書館 大島図書館 諫早 西諌早図書館 諫早 西諌早図書館 大島図書館 平戸図書館 長崎大学（文教町） 香焼図書館 香焼図書館 諫早 西諌早図書館
松浦市立図書館 東彼杵町図書館 長崎大学（文教町） 西海歴民図書室 たらみ図書館 たらみ図書館 西海歴民図書室 松浦市立図書館 長崎外国語大学 長崎大学（文教町） 長崎大学（文教町） たらみ図書館

森山図書館 長崎外国語大学 長崎国際大学 県立郷土課 県立郷土課 長崎国際大学 時津図書館 時津図書館 時津図書館 県立郷土課
3 福島図書館 時津図書館 6 福島図書館 長与図書館 長与図書館 長与図書館

(金) 伊万里市民図書館 7 県立郷土課 長与図書館 3 加津佐図書館 6 県立郷土課 3 県立郷土課 2 加津佐図書館 （金） 伊万里市民図書館 県立大学シーボルト校 県立大学シーボルト校 県立大学シーボルト校 4 佐世保市立図書館
波佐見町図書館 （木） 長崎市立図書館 県立大学シーボルト校 (金) 口之津図書館 （木） 長崎市立図書館 （木） 長崎市立図書館 （金） 口之津図書館 波佐見町図書館 （木） 県立大学佐世保校

県北 川棚中央公民館図書室 西彼図書館 原城図書館 西彼図書館 西彼図書館 原城図書館 県北 川棚中央公民館図書室 3 県立大学佐世保校 7 佐世保市立図書館 4 佐世保市立図書館 佐々町立図書館
東彼杵町図書館 県央 大瀬戸歴民図書室 4 県立郷土課 南島原 西有家図書館 県央 大瀬戸歴民図書室 県央 大瀬戸歴民図書室 南島原 西有家図書館 東彼杵町図書館 (木) 佐々町立図書館 (木) 県立大学佐世保校 （木） 県立大学佐世保校 県北 平戸永田記念図書館
森山図書館 大島図書館 （木） 長崎市立図書館 有家図書館 大島図書館 大島図書館 有家図書館 森山図書館 平戸永田記念図書館 佐々町立図書館 佐々町立図書館 平戸図書館

西海歴民図書室 西彼図書館 深江図書館 西海歴民図書室 西海歴民図書室 深江図書館 県北 平戸図書館 県北 平戸永田記念図書館 県北 平戸永田記念図書館 松浦市立図書館
長崎国際大学 県央 大瀬戸歴民図書室 有明図書館 長崎国際大学 長崎国際大学 有明図書館 10 島原図書館 松浦市立図書館 平戸図書館 平戸図書館

7 島原図書館 大島図書館 （火） 雲仙市図書館 松浦市立図書館 松浦市立図書館 5 福島図書館
(火) 雲仙市図書館 8 加津佐図書館 西海歴民図書室 7 島原図書館 7 加津佐図書館 4 加津佐図書館 6 島原図書館 諫早図書館 4 福島図書館 （金） 伊万里市民図書館

諫早図書館 （金） 口之津図書館 長崎国際大学 （火） 雲仙市図書館 （金） 口之津図書館 （金） 口之津図書館 （火） 雲仙市図書館 島原 長崎ウエスレヤン大学 (金) 伊万里市民図書館 8 福島図書館 5 福島図書館 波佐見町図書館
島原 長崎ウエスレヤン大学 原城図書館 諫早図書館 原城図書館 原城図書館 諫早図書館 諫早 西諌早図書館 波佐見町図書館 (金) 伊万里市民図書館 （金） 伊万里市民図書館 県北 川棚中央公民館図書室
諫早 西諌早図書館 南島原 西有家図書館 5 加津佐図書館 島原 長崎ウエスレヤン大学 南島原 西有家図書館 南島原 西有家図書館 島原 長崎ウエスレヤン大学 たらみ図書館 県北 川棚中央公民館図書室 波佐見町図書館 波佐見町図書館 東彼杵町図書館

たらみ図書館 有家図書館 （金） 口之津図書館 諫早 西諌早図書館 有家図書館 有家図書館 諫早 西諌早図書館 県立郷土課 東彼杵町図書館 県北 川棚中央公民館図書室 県北 川棚中央公民館図書室 森山図書館
県立郷土課 深江図書館 原城図書館 たらみ図書館 深江図書館 深江図書館 たらみ図書館 森山図書館 東彼杵町図書館 東彼杵町図書館

有明図書館 南島原 西有家図書館 県立郷土課 有明図書館 有明図書館 県立郷土課 12 県立郷土課 森山図書館 森山図書館 9 長崎総合科学大学
9 県立郷土課 有家図書館 （木） 長崎市立図書館 8 島原図書館 （火） 県立郷土課

(木) 長崎市立図書館 12 島原図書館 深江図書館 9 佐世保市立図書館 11 県立郷土課 8 長崎総合科学大学 8 佐世保市立図書館 西彼図書館 (火) 雲仙市図書館 12 島原図書館 9 島原図書館 長崎大学（片淵町）
西彼図書館 (火) 雲仙市図書館 有明図書館 （木） 県立大学佐世保校 （火） 長崎大学（片淵町） （火） 県立郷土課 （木） 県立大学佐世保校 県央 大瀬戸歴民図書室 諫早図書館 （火） 諫早図書館 (火) 雲仙市図書館 長崎 活水女子大学

県央 大瀬戸歴民図書室 諫早図書館 佐々町立図書館 活水女子大学 長崎大学（片淵町） 佐々町立図書館 大島図書館 島原 長崎ウエスレヤン大学 長崎ウエスレヤン大学 諫早図書館 香焼図書館
大島図書館 島原 長崎ウエスレヤン大学 23 島原図書館 県北 平戸永田記念図書館 長崎 長崎大学（文教町） 長崎 活水女子大学 県北 平戸永田記念図書館 西海歴民図書室 諫早 西諌早図書館 島原 西諌早図書館 島原 長崎ウエスレヤン大学 長崎大学（文教町）
西海歴民図書室 諫早 西諌早図書館 (火) 雲仙市図書館 平戸図書館 長崎外国語大学 香焼図書館 平戸図書館 長崎国際大学 たらみ図書館 諫早 たらみ図書館 諫早 西諌早図書館 長崎外国語大学
長崎国際大学 たらみ図書館 諫早図書館 長与図書館 長崎大学（文教町） 県立郷土課 県立郷土課 たらみ図書館 時津図書館

県立郷土課 島原 長崎ウエスレヤン大学 10 松浦市立図書館 県立大学シーボルト校 長崎外国語大学 9 松浦市立図書館 13 加津佐図書館 県立郷土課 長与図書館
10 加津佐図書館 諫早 西諌早図書館 （金） 福島図書館 時津図書館 （金） 福島図書館 （金） 口之津図書館 10 県立郷土課 14 県立郷土課 県立大学シーボルト校

(金) 口之津図書館 14 佐世保市立図書館 たらみ図書館 伊万里市民図書館 13 佐世保市立図書館 長与図書館 伊万里市民図書館 原城図書館 （木） 長崎市立図書館 （木） 長崎市立図書館 10 県立郷土課
原城図書館 (木) 県立大学佐世保校 県立郷土課 県北 波佐見町図書館 （木） 県立大学佐世保校 県立大学シーボルト校 県北 波佐見町図書館 南島原 西有家図書館 西彼図書館 西彼図書館 (水） 長崎市立図書館 11 県立郷土課

南島原 西有家図書館 佐々町立図書館 川棚中央公民館図書室 佐々町立図書館 川棚中央公民館図書室 有家図書館 県央 大瀬戸歴民図書室 県央 大瀬戸歴民図書室 西彼図書館 （木） 長崎市立図書館
有家図書館 県北 平戸永田記念図書館 25 佐世保市立図書館 東彼杵町図書館 県北 平戸永田記念図書館 10 佐世保市立図書館 東彼杵町図書館 深江図書館 大島図書館 大島図書館 県央 大瀬戸歴民図書室 西彼図書館
深江図書館 平戸図書館 (木) 県立大学佐世保校 森山図書館 平戸図書館 （木） 県立大学佐世保校 森山図書館 有明図書館 西海歴民図書室 西海歴民図書室 大島図書館 県央 大瀬戸歴民図書室
有明図書館 佐々町立図書館 佐々町立図書館 長崎国際大学 長崎国際大学 西海歴民図書室 大島図書館

15 松浦市立図書館 県北 平戸永田記念図書館 14 長崎総合科学大学 14 松浦市立図書館 県北 平戸永田記念図書館 13 長崎総合科学大学 17 長崎総合科学大学 長崎国際大学 西海歴民図書室
14 長崎総合科学大学 (金) 福島図書館 平戸図書館 (火) 県立郷土課 （金） 福島図書館 平戸図書館 （火） 県立郷土課 （火） 県立郷土課 11 加津佐図書館 15 加津佐図書館 長崎国際大学

(火) 県立郷土課 伊万里市民図書館 長崎大学（片淵町） 伊万里市民図書館 長崎大学（片淵町） 長崎大学（片淵町） （金） 口之津図書館 (金) 口之津図書館 12 加津佐図書館
長崎大学（片淵町） 県北 波佐見町図書館 26 松浦市立図書館 長崎 活水女子大学 県北 波佐見町図書館 11 松浦市立図書館 長崎 活水女子大学 長崎 活水女子大学 原城図書館 原城図書館 （金） 口之津図書館 12 加津佐図書館

長崎 活水女子大学 川棚中央公民館図書室 (金) 福島図書館 香焼図書館 川棚中央公民館図書室 （金） 福島図書館 香焼図書館 香焼図書館 南島原 西有家図書館 南島原 西有家図書館 原城図書館 （金） 口之津図書館
香焼図書館 東彼杵町図書館 伊万里市民図書館 長崎大学（文教町） 東彼杵町図書館 伊万里市民図書館 長崎大学（文教町） 長崎大学（文教町） 有家図書館 有家図書館 南島原 西有家図書館 原城図書館
長崎大学（文教町） 森山図書館 県北 波佐見町図書館 長崎外国語大学 森山図書館 県北 波佐見町図書館 長崎外国語大学 長崎外国語大学 深江図書館 深江図書館 有家図書館 南島原 西有家図書館
長崎外国語大学 川棚中央公民館図書室 時津図書館 川棚中央公民館図書室 時津図書館 時津図書館 有明図書館 有明図書館 深江図書館 有家図書館
時津図書館 19 長崎総合科学大学 東彼杵町図書館 長与図書館 18 島原図書館 東彼杵町図書館 長与図書館 長与図書館 有明図書館 深江図書館
長与図書館 （火） 県立郷土課 森山図書館 県立大学シーボルト校 （火） 雲仙市図書館 森山図書館 県立大学シーボルト校 県立大学シーボルト校 15 長崎総合科学大学 19 長崎総合科学大学 有明図書館
県立大学シーボルト校 長崎大学（片淵町） 諫早図書館 （火） 県立郷土課 （火） 県立郷土課 16 長崎総合科学大学

長崎 活水女子大学 30 長崎総合科学大学 16 県立郷土課 島原 長崎ウエスレヤン大学 15 島原図書館 15 県立郷土課 19 佐世保市立図書館 長崎大学（片淵町） 長崎大学（片淵町） （火） 県立郷土課 16 島原図書館
16 佐世保市立図書館 香焼図書館 （火） 県立郷土課 （木） 長崎市立図書館 諫早 西諌早図書館 (火) 雲仙市図書館 （木） 長崎市立図書館 （木） 県立大学佐世保校 長崎 活水女子大学 長崎 活水女子大学 長崎大学（片淵町） （火） 雲仙市図書館

（木） 県立大学佐世保校 長崎大学（文教町） 長崎大学（片淵町） 西彼図書館 たらみ図書館 諫早図書館 西彼図書館 佐々町立図書館 香焼図書館 香焼図書館 長崎 活水女子大学 諫早図書館
佐々町立図書館 長崎外国語大学 長崎 活水女子大学 県央 大瀬戸歴民図書室 県立郷土課 島原 長崎ウエスレヤン大学 県央 大瀬戸歴民図書室 県北 平戸永田記念図書館 長崎大学（文教町） 長崎大学（文教町） 香焼図書館 島原 長崎ウエスレヤン大学

県北 平戸永田記念図書館 時津図書館 香焼図書館 大島図書館 諫早 西諌早図書館 大島図書館 平戸図書館 長崎外国語大学 長崎外国語大学 長崎大学（文教町） 諫早 西諌早図書館
平戸図書館 長与図書館 長崎大学（文教町） 西海歴民図書室 20 県立郷土課 たらみ図書館 西海歴民図書室 松浦市立図書館 時津図書館 時津図書館 長崎外国語大学 たらみ図書館
松浦市立図書館 県立大学シーボルト校 長崎外国語大学 長崎国際大学 （木） 長崎市立図書館 県立郷土課 長崎国際大学 長与図書館 長与図書館 時津図書館 県立郷土課

時津図書館 西彼図書館 20 福島図書館 県立大学シーボルト校 県立大学シーボルト校 長与図書館
21 県立郷土課 長与図書館 17 加津佐図書館 県央 大瀬戸歴民図書室 17 県立郷土課 16 加津佐図書館 （金） 伊万里市民図書館 県立大学シーボルト校 18 佐世保市立図書館

17 福島図書館 （木） 長崎市立図書館 県立大学シーボルト校 （金） 口之津図書館 大島図書館 (木) 長崎市立図書館 （金） 口之津図書館 波佐見町図書館 17 佐世保市立図書館 21 佐世保市立図書館 （木） 県立大学佐世保校
（金） 伊万里市民図書館 西彼図書館 原城図書館 西海歴民図書室 西彼図書館 原城図書館 県北 川棚中央公民館図書室 （木） 県立大学佐世保校 （木） 県立大学佐世保校 18 佐世保市立図書館 佐々町立図書館

波佐見町図書館 県央 大瀬戸歴民図書室 南島原 西有家図書館 長崎国際大学 県央 大瀬戸歴民図書室 南島原 西有家図書館 東彼杵町図書館 佐々町立図書館 佐々町立図書館 （木） 県立大学佐世保校 県北 平戸永田記念図書館
県北 川棚中央公民館図書室 大島図書館 有家図書館 大島図書館 有家図書館 森山図書館 県北 平戸永田記念図書館 県北 平戸永田記念図書館 佐々町立図書館 平戸図書館

東彼杵町図書館 西海歴民図書室 深江図書館 21 加津佐図書館 西海歴民図書室 深江図書館 平戸図書館 平戸図書館 県北 平戸永田記念図書館 松浦市立図書館
森山図書館 長崎国際大学 有明図書館 （金） 口之津図書館 長崎国際大学 有明図書館 24 島原図書館 松浦市立図書館 松浦市立図書館 平戸図書館

原城図書館 （火） 諫早図書館 松浦市立図書館 19 福島図書館
21 島原図書館 22 加津佐図書館 21 島原図書館 南島原 西有家図書館 18 加津佐図書館 20 島原図書館 長崎ウエスレヤン大学 18 福島図書館 22 福島図書館 （金） 伊万里市民図書館

（火） 雲仙市図書館 （金） 口之津図書館 (火) 雲仙市図書館 有家図書館 (金) 口之津図書館 (火) 雲仙市図書館 島原 西諌早図書館 （金） 伊万里市民図書館 （金） 伊万里市民図書館 19 福島図書館 波佐見町図書館
諫早図書館 原城図書館 諫早図書館 深江図書館 原城図書館 諫早図書館 諫早 たらみ図書館 波佐見町図書館 波佐見町図書館 （金） 伊万里市民図書館 県北 川棚中央公民館図書室

島原 長崎ウエスレヤン大学 南島原 西有家図書館 島原 長崎ウエスレヤン大学 有明図書館 南島原 西有家図書館 島原 長崎ウエスレヤン大学 県立郷土課 県北 川棚中央公民館図書室 県北 川棚中央公民館図書室 波佐見町図書館 東彼杵町図書館
諫早 西諌早図書館 有家図書館 諫早 西諌早図書館 有家図書館 諫早 西諌早図書館 東彼杵町図書館 東彼杵町図書館 県北 川棚中央公民館図書室 森山図書館

たらみ図書館 深江図書館 たらみ図書館 25 長崎総合科学大学 深江図書館 たらみ図書館 26 県立郷土課 森山図書館 森山図書館 東彼杵町図書館
県立郷土課 有明図書館 県立郷土課 （火） 県立郷土課 有明図書館 県立郷土課 （木） 長崎市立図書館 森山図書館 23 長崎総合科学大学

長崎大学（片淵町） 西彼図書館 22 島原図書館 26 島原図書館 （火） 県立郷土課
23 県立郷土課 26 島原図書館 28 長崎総合科学大学 長崎 活水女子大学 24 佐世保市立図書館 22 佐世保市立図書館 県央 大瀬戸歴民図書室 （火） 雲仙市図書館 （火） 雲仙市図書館 25 県立郷土課 長崎大学（片淵町）

（木） 長崎市立図書館 （火） 雲仙市図書館 （火） 県立郷土課 香焼図書館 (木) 県立大学佐世保校 (木) 県立大学佐世保校 大島図書館 諫早図書館 諫早図書館 （木） 長崎市立図書館 長崎 活水女子大学
西彼図書館 諫早図書館 長崎大学（片淵町） 長崎大学（文教町） 佐々町立図書館 佐々町立図書館 西海歴民図書室 島原 長崎ウエスレヤン大学 島原 長崎ウエスレヤン大学 西彼図書館 香焼図書館

県央 大瀬戸歴民図書室 島原 長崎ウエスレヤン大学 長崎 活水女子大学 長崎外国語大学 県北 平戸永田記念図書館 県北 平戸永田記念図書館 長崎国際大学 諫早 西諌早図書館 諫早 西諌早図書館 県央 大瀬戸歴民図書室 長崎大学（文教町）
大島図書館 諫早 西諌早図書館 香焼図書館 時津図書館 平戸図書館 平戸図書館 たらみ図書館 たらみ図書館 大島図書館 長崎外国語大学
西海歴民図書室 たらみ図書館 長崎大学（文教町） 長与図書館 松浦市立図書館 27 加津佐図書館 県立郷土課 県立郷土課 西海歴民図書室 時津図書館
長崎国際大学 県立郷土課 長崎外国語大学 県立大学シーボルト校 25 松浦市立図書館 （金） 口之津図書館 長崎国際大学 長与図書館

時津図書館 (金) 福島図書館 23 福島図書館 原城図書館 24 県立郷土課 28 県立郷土課 県立大学シーボルト校
24 加津佐図書館 28 佐世保市立図書館 長与図書館 27 佐世保市立図書館 伊万里市民図書館 (金) 伊万里市民図書館 南島原 西有家図書館 （木） 長崎市立図書館 （木） 長崎市立図書館 26 加津佐図書館

（金） 口之津図書館 （木） 県立大学佐世保校 県立大学シーボルト校 （木） 県立大学佐世保校 県北 波佐見町図書館 波佐見町図書館 有家図書館 西彼図書館 西彼図書館 （金） 口之津図書館 25 県立郷土課
原城図書館 佐々町立図書館 佐々町立図書館 川棚中央公民館図書室 県北 川棚中央公民館図書室 深江図書館 県央 大瀬戸歴民図書室 県央 大瀬戸歴民図書室 原城図書館 （木） 長崎市立図書館

南島原 西有家図書館 県北 平戸永田記念図書館 30 佐世保市立図書館 県北 平戸永田記念図書館 東彼杵町図書館 東彼杵町図書館 有明図書館 大島図書館 大島図書館 南島原 西有家図書館 西彼図書館
有家図書館 平戸図書館 (木) 県立大学佐世保校 平戸図書館 森山図書館 森山図書館 西海歴民図書室 西海歴民図書室 有家図書館 県央 大瀬戸歴民図書室
深江図書館 佐々町立図書館 長崎国際大学 長崎国際大学 深江図書館 大島図書館
有明図書館 29 松浦市立図書館 県北 平戸永田記念図書館 28 松浦市立図書館 29 長崎総合科学大学 27 長崎総合科学大学 有明図書館 西海歴民図書室

（金） 福島図書館 平戸図書館 （金） 福島図書館 （火） 県立郷土課 （火） 県立郷土課 25 加津佐図書館 29 加津佐図書館 長崎国際大学
28 長崎総合科学大学 伊万里市民図書館 伊万里市民図書館 長崎大学（片淵町） 長崎大学（片淵町） （金） 口之津図書館 （金） 口之津図書館

（火） 県立郷土課 県北 波佐見町図書館 31 松浦市立図書館 県北 波佐見町図書館 長崎 活水女子大学 長崎 活水女子大学 原城図書館 原城図書館 26 加津佐図書館
長崎大学（片淵町） 川棚中央公民館図書室 (金) 福島図書館 川棚中央公民館図書室 香焼図書館 香焼図書館 南島原 西有家図書館 南島原 西有家図書館 （金） 口之津図書館

長崎 活水女子大学 東彼杵町図書館 伊万里市民図書館 東彼杵町図書館 長崎大学（文教町） 長崎大学（文教町） 有家図書館 有家図書館 原城図書館
香焼図書館 森山図書館 県北 波佐見町図書館 森山図書館 長崎外国語大学 長崎外国語大学 深江図書館 深江図書館 南島原 西有家図書館
長崎大学（文教町） 川棚中央公民館図書室 時津図書館 時津図書館 有明図書館 有明図書館 有家図書館
長崎外国語大学 東彼杵町図書館 長与図書館 長与図書館 深江図書館
時津図書館 森山図書館 県立大学シーボルト校 県立大学シーボルト校 有明図書館
長与図書館
県立大学シーボルト校 29 県立郷土課 30 島原図書館

（木） 長崎市立図書館 （火） 雲仙市図書館
30 佐世保市立図書館 西彼図書館 諫早図書館

（木） 県立大学佐世保校 県央 大瀬戸歴民図書室 島原 長崎ウエスレヤン大学
佐々町立図書館 大島図書館 諫早 西諌早図書館

県北 平戸永田記念図書館 西海歴民図書室 たらみ図書館
平戸図書館 長崎国際大学 県立郷土課

30 加津佐図書館
（金） 口之津図書館

原城図書館
南島原 西有家図書館

有家図書館
深江図書館
有明図書館

6月 7月 8月 9月

　※ 色が付いている日は当館職員が同乗を予定する日です。

令和２年度　協力車巡回日程表(月別詳細表）

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月


