
■公共図書館　電子図書館サービス（電子書籍貸出サービス）実施図書館　（2021年4月1日現在）

公共図書館　電子図書館サービス（電子書籍貸出サービス）実施図書館集計

年月日
電子図書館導入自治

体数
対前回増減 電子図書館数

（1自治体1件で計算）
対前回増減

2020年1月1日 91自治体 ＋2 88電子図書館 ＋2

2020年4月1日 94自治体 ＋3 91電子図書館 ＋3

2020年7月1日 100自治体 ＋6 97電子図書館 ＋6

2020年10月1日 114自治体 ＋14 111電子図書館 ＋14

2021年1月1日 143自治体 ＋29 139電子図書館 ＋28
1138熊本県大津町は「きくち圏域電子

図書館」として共同運営

2021年4月1日 205自治体 ＋62 201電子図書館 ＋62
1082兵庫県神戸市はサービス変更

・公共図書館　電子図書館サービス（電子書籍貸出サービス）実施図書館（実施時系列順）

番号 電子図書館名称 電子図書館URL 自治体 電子図書館サービス サービス開始年月 備考

1001 千代田Web図書館
https://www.d-
library.jp/chiyoda

東京都 千代田区 LibrariE&TRC-DL 2007年11月 2018年3月サービス変更

1002 下関市立図書館（終了） 山口県 下関市
NetLibrary(紀伊國屋書
店）

2010年03月 2015年3月31日終了

1003 堺市立図書館　電子図書館
https://www.d-
library.jp/SKI01/g

大阪府 堺市 TRC-DL 2011年01月

1004 萩市電子図書館
https://www.d-
library.jp/hgi02/g

山口県 萩市 TRC-DL 2011年03月

1005 武雄市MY図書館（終了） 佐賀県 武雄市 2011年04月
2018年8月 サービス終了

1006 有田川　Web-Library
https://www.d-
library.jp/aridaga

和歌山県 有田川町 TRC-DL 2011年11月

1007 関市立電子図書館
https://sekicity.ove
rdrive.com/ 岐阜県 関市

OverDrive Japan
EBSCO eBooks

2011年11月
2020年2月サービス名称
変更

1008 大阪市立図書館-電子図書館
https://www.oml.
city.osaka.lg.jp
/

大阪府 大阪市 EBSCO eBooks 2012年01月
2020年5月OverDrive
サービス終了（EBSCO継
続実施）

1009 徳島市電子図書館
https://www.d-
library.jp/tokushi

徳島県 徳島市 TRC-DL 2012年04月

1010 綾川町電子図書館
https://www.d-
library.jp/ayagawa

香川県 綾川町 TRC-DL 2012年04月

1011 大垣市電子図書館
https://www.d-
library.jp/ocpl/g0

岐阜県 大垣市 TRC-DL 2012年07月

1012 秋田県立図書館（終了） 秋田県
経葉デジタルライブラ
リ

2012年10月 2018年12月サービス終了

1013 山梨県立図書館　電子書籍
https://www.d-
library.jp/YMNS/g0
101/top/

山梨県 TRC-DL 2012年11月

1014 高根沢町電子図書館
https://www.d-
library.jp/tak/g01
01/top/

栃木県 高根沢町 TRC-DL 2013年05月

1015 明和町立図書館（終了）
http://www.library
.meiwa.gunma.jp/

群馬県 明和町
凸版印刷電子図書館
サービス

2013年06月 2018年3月31日終了

1016 豊後高田市立図書館
https://www.d-
library.jp/bungota

大分県 豊後高田市 TRC-DL 2013年06月

1017 浜田市電子図書館
https://www.d-
library.jp/HAMADA/

島根県 浜田市 TRC-DL 2013年08月

1018 今治市電子図書館
https://www.d-
library.jp/bari/g0

愛媛県 今治市 TRC-DL 2013年08月

1019 志摩市立図書館　電子書籍
https://www.d-
library.jp//shima/

三重県 志摩市 TRC-DL 2013年09月

1020 流山市立図書館　電子図書
https://www.d-
library.jp/nagarey

千葉県 流山市 TRC-DL 2013年10月

1021 赤穂市電子図書館
https://www.d-
library.jp/ako13/g

兵庫県 赤穂市 TRC-DL 2013年10月

1022 大田原市電子図書館
https://www.d-
library.jp/olib/g0

栃木県 大田原市 TRC-DL 2013年12月

1023
東京都立図書館　電子書籍サー
ビス、中央図書館・多摩図書館

https://www.librar
y.metro.tokyo.jp/s
earch/service/eboo
k/index.html

東京都
TRC-DL
EBSCO eBooks

2013年12月 館内限定

1024
おおぶ文化交流の杜　電子図書
館

https://www.d-
library.jp/allobu/
g0101/top/

愛知県 大府市 TRC-DL 2014年07月

1025 まつばら電子図書館
https://www.d-
library.jp/matsuba

大阪府 松原市 TRC-DL 2014年07月

1026 府中市電子図書館（広島県）
https://www.d-
library.jp/fuchu/g

広島県 府中市 TRC-DL 2014年07月

1027 三田市電子図書館
https://www.d-
library.jp/sanda/g

兵庫県 三田市 TRC-DL 2014年08月
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■公共図書館　電子図書館サービス（電子書籍貸出サービス）実施図書館　（2021年4月1日現在）

1028 札幌市電子図書館
https://www.d-
library.jp/sapporo

北海道 札幌市 TRC-DL 2014年10月

1029 苫小牧市電子図書館
https://www.d-
library.jp/toma/g0

北海道 苫小牧市 TRC-DL 2014年10月

1030 筑西市立電子図書館
https://www.d-
library.jp/chikuse

茨城県 筑西市 TRC-DL 2014年10月

1031 小野市立図書館 https://www.d-
library.jp/onocity/g

兵庫県 小野市 TRC-DL 2014年10月

1032 なかのいーぶっくすぽっと
https://library.city.t
okyo-
nakano.lg.jp/guide/i

東京都 中野区
ヴィアックス電子図書
館サービス

2015年02月
中野区立中央図書館、館
内限定

1034 八代市電子図書館
https://www.d-
library.jp/yatsush

熊本県 八代市 TRC-DL 2015年04月

1035 龍ケ崎市立電子図書館 https://ryugasak
i.libraryreserve

茨城県 龍ケ崎市 OverDrive Japan 2015年07月

1036 八千代市電子図書館
https://www.d-
library.jp/yachiyo

千葉県 八千代市 TRC-DL 2015年07月

1037 潮来市立電子図書館 https://itako.li
braryreserve.com

茨城県 潮来市 OverDrive Japan 2015年09月

1038 桶川市電子図書館
https://www.d-
library.jp/okegawa

埼玉県 桶川市 TRC-DL 2015年10月

1039 山中湖情報創造館（終了） 山梨県 山中湖村 LibrariE 2015年10月 2018年3月31日終了

1040 明石市電子図書館
https://www.d-
library.jp/akashi/

兵庫県 明石市 TRC-DL 2015年10月

1041 北見市立図書館電子分室
https://www.d-
library.jp/kitami/

北海道 北見市 TRC-DL 2015年12月

1042 さくら市電子図書館
https://www.d-
library.jp/sakura/

栃木県 さくら市 TRC-DL 2016年01月

1043 豊川市電子図書館
https://www.d-
library.jp/toyokaw

愛知県 豊川市 TRC-DL 2016年02月

1044 高砂市立図書館
https://www.d-
library.jp/takasag

兵庫県 高砂市 TRC-DL 2016年02月

1045 さいたま市電子書籍サービス
https://www.d-
library.jp/saitama

埼玉県 さいたま市 TRC-DL 2016年03月

1046 田川市電子図書館
https://www.d-
library.jp/tagawa/

福岡県 田川市 TRC-DL 2016年03月

1047 みやしろ電子図書館
https://www.d-
library.jp/miyashi

埼玉県 宮代町 TRC-DL 2016年04月

1048 TRC豊島電子図書館
https://www.d-
library.jp/trctosh

東京都 豊島区 TRC-DL 2016年04月

1049 播磨町電子図書館
https://www.d-
library.jp/harima/

兵庫県 播磨町 TRC-DL 2016年04月

1050 まんのう町立図書館 https://mannotow
n.libraryreserve

香川県 まんのう町 OverDrive Japan 2016年05月

1051 水戸市電子図書館
https://www.d-
library.jp/mito/g0

茨城県 水戸市 TRC-DL 2016年06月

1052 守谷市電子図書館
https://www.d-
library.jp/moriya/

茨城県 守谷市 TRC-DL 2016年06月

1053 加古川市電子図書館
https://www.d-
library.jp//kakoga

兵庫県 加古川市 TRC-DL 2016年07月

1054 広陵町電子図書館
https://www.d-
library.jp/koryo/g

奈良県 広陵町 TRC-DL 2016年09月

1055
磐田市図書館　電子書籍サービ
ス

https://www.d-
library.jp/iwata/g

静岡県 磐田市 TRC-DL 2016年10月

1056
高石市立図書館電子書籍貸出
サービス

https://www.d-
library.jp/takaish

大阪府 高石市 TRC-DL 2016年10月

1057 東根市電子図書館
https://www.d-
library.jp/higashi

山形県 東根市 LibrariE&TRC-DL 2016年11月

1058 大和市文化創造拠点電子図書館
https://www.d-
library.jp/yamato/

神奈川県 大和市 LibrariE&TRC-DL 2016年11月

1059 東広島市立電子図書館
https://www.d-
library.jp/higahir

広島県 東広島市 LibrariE&TRC-DL 2016年11月

1060 一宮市電子図書館
https://www.d-
library.jp/ichinom

愛知県 一宮市 LibrariE&TRC-DL 2017年01月

1061 天塩町電子図書館 https://teshioto
wn.libraryreserv

北海道 天塩町 OverDrive Japan 2017年04月

1062 日光市立電子図書館
https://www.d-
library.jp/nikko/g

栃木県 日光市 LibrariE&TRC-DL 2017年04月

1063 熊谷市立図書館電子書籍 https://kumagaya
.libraryreserve.

埼玉県 熊谷市 OverDrive Japan 2017年04月

1064 斑鳩町電子図書館
https://www.d-
library.jp/ikaruga

奈良県 斑鳩町 LibrariE&TRC-DL 2017年04月

1065 安城市電子図書館
https://www.d-
library.jp/anjo/g0

愛知県 安城市 LibrariE&TRC-DL 2017年06月

1066 やはぱーく電子図書センター https://yahapark.lib
raryreserve.com/

岩手県 矢巾町 OverDrive Japan 2017年08月

1067 高知県電子図書館
https://www.d-
library.jp/kochi/g

高知県 LibrariE&TRC-DL 2017年10月

1068 土浦市電子図書館
https://www.d-
library.jp/tsuchiu

茨城県 土浦市 LibrariE&TRC-DL 2017年11月

1069 ののいち電子図書館
https://www.d-
library.jp/nonoich

石川県 野々市市 LibrariE&TRC-DL 2017年11月
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1070 かすかべ電子図書館
https://www.d-
library.jp/kasukab

埼玉県 春日部市 LibrariE&TRC-DL 2017年12月

1071
播磨科学公園都市圏域定住自立
圏電子図書館(4市町合同)

https://www.d-
library.jp/haritei

兵庫県 たつの市 LibrariE&TRC-DL 2018年01月 4市町合同運営

播磨科学公園都市圏域定住自立
圏電子図書館（4市町合同）

https://www.d-
library.jp/haritei

兵庫県 穴粟市 LibrariE&TRC-DL 2018年01月 4市町合同運営

播磨科学公園都市圏域定住自立
圏電子図書館（4市町合同）

https://www.d-
library.jp/haritei

兵庫県 上郡町 LibrariE&TRC-DL 2018年01月 4市町合同運営

播磨科学公園都市圏域定住自立
圏電子図書館（4市町合同）

https://www.d-
library.jp/haritei

兵庫県 佐用町 LibrariE&TRC-DL 2018年01月 4市町合同運営

1072 鹿嶋市電子図書館
https://www.d-
library.jp/kashima

茨城県 鹿嶋市 LibrariE&TRC-DL 2018年01月

1073
豊田市中央図書館ふるさとアー
カイブ

https://www.d-
library.jp/toyota/

愛知県 豊田市 LibrariE&TRC-DL 2018年01月

1074 渋谷区電子図書館
https://www.d-
library.jp/shibuya

東京都 渋谷区 LibrariE&TRC-DL 2018年02月

1075 はままつ電子図書
https://www.d-
library.jp/hamamat

静岡県 浜松市 LibrariE&TRC-DL 2018年02月 2020年1月サービス変更

1076 三郷市電子図書館
https://www.d-
library.jp/misato/

埼玉県 三郷市 LibrariE&TRC-DL 2018年03月

1077
八王子市電子書籍サービス
八王子市図書館オーディオブッ
クサービス

https://www.d-
library.jp/hachioj
i/g0101/top/

東京都 八王子市
LibrariE&TRC-DL
エルシエロ・オトバン
ク

2018年04月
2020年6月オーディオ
ブックサービス追加開始

1078 綾瀬市立電子図書館
https://www.ayasel
ib.jp/digital/inde

神奈川県 綾瀬市 OverDrive Japan 2018年04月

1079 松阪市電子図書館
https://www.d-
library.jp/matsusa

三重県 松阪市 LibrariE&TRC-DL 2018年04月

1080 阿南市電子図書館 https://anancity
.libraryreserve.

徳島県 阿南市 OverDrive Japan 2018年04月

1081 とくしま電子図書館 https://library.
bunmori.tokushim

徳島県 KinoDen 2018年04月

1082 神戸市電子図書館
https://www.d-
library.jp/kobe/g0
101/top/

兵庫県 神戸市 LibrariE&TRC-DL 2018年06月
2021年1月5日
LibrariE&TRC-DL変更

1083 大和高田市立　電子図書館
https://www.d-
library.jp/yamatot

奈良県 大和高田市 LibrariE&TRC-DL 2018年07月

1084 氷見市立図書館　電子図書館
https://www.d-
library.jp/himilib

富山県 氷見市 LibrariE&TRC-DL 2018年11月

1085 湖南市電子図書館
https://www.d-
library.jp/konan/g

滋賀県 湖南市 LibrariE&TRC-DL 2018年11月

1086 久米島町電子図書館

https://www.d-
library.jp/kumejim
a/g0101/top/

沖縄県 久米島町 LibrariE&TRC-DL 2018年11月
沖縄県離島活性化推進事
業　久米島町電子図書館
実証事業

1087 熱海市立図書館　電子図書館
https://www.d-
library.jp/atami/g
0101/top/

静岡県 熱海市 LibrariE&TRC-DL 2018年12月

1088 きくち圏域電子図書館
https://www.d-
library.jp/kikuc

熊本県 菊池市 LibrariE&TRC-DL 2018年12月 2021年12月名称変更

1089
岐阜県図書館　電子書籍サービ
ス

https://www.libr
ary.pref.gifu.lg

岐阜県 KinoDen 2019年07月 アプリ

1090 郡山市電子図書館
https://www.d-
library.jp/koriyam

福島県 郡山市 LibrariE&TRC-DL 2019年10月

1091 宗像市電子図書館
https://www.d-
library.jp/munakat

福岡県 宗像市 LibrariE&TRC-DL 2019年10月

1092 八尾市電子図書館
https://www.d-
library.jp/yao/g01

大阪府 八尾市 LibrariE&TRC-DL 2019年11月

1093 熊本市電子図書館
https://www.d-
library.jp/c_kumam

熊本県 熊本市 LibrariE&TRC-DL 2019年11月

1094 久喜市電子図書館
https://www.d-
library.jp/kuki/g0

埼玉県 久喜市 LibrariE&TRC-DL 2020年02月

1095 草加市電子図書館
https://www.d-
library.jp/sokad/g

埼玉県 草加市 LibrariE&TRC-DL 2020年03月

1096 行橋市電子図書館
https://www.d-
library.jp/librio/

福岡県 行橋市 LibrariE&TRC-DL 2020年04月

1097
奈良市電子図書館・オーディオ
ブックサービス

https://www.d-
library.jp/cityn
ara/g0101/top/

奈良県 奈良市
エルシエロ・オトバン
ク
LibrariE&TRC-DL

2020年05月

1098 こまえ電子図書館
https://www.d-
library.jp/komae/g
0101/top/

東京都 狛江市 LibrariE&TRC-DL 2020年06月

1099
昭島市民図書館電子書籍サービ
ス

https://www.d-
library.jp/akishim
a/g0101/top/

東京都 昭島市 LibrariE&TRC-DL 2020年06月

1100 春日市電子図書館
https://www.d-
library.jp/kasugac

福岡県 春日市 LibrariE&TRC-DL 2020年06月

1101 おいらせ町電子図書館
https://www.d-
library.jp/oirase/

青森県 おいらせ町 LibrariE&TRC-DL 2020年07月

1102 那須塩原市電子図書館
https://www.d-
library.jp/nlibrar

栃木県 那須塩原市 LibrariE&TRC-DL 2020年07月

1103 高森ほんともWeb－Library
https://takamori-
lib.overdrive.com/

長野県 高森町 OverDrive Japan 2020年06月

1104 三浦造船佐伯電子図書館
https://www.d-
library.jp/saiki_l

大分県 佐伯市 LibrariE&TRC-DL 2020年07月
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1105 福山市電子図書館サービス
https://fukuyama-
library.overdrive.

広島県 福山市 OverDrive Japan 2020年07月

1106 いばらき市電子図書館
https://www.d-
library.jp/ibaraki

大阪府 茨木市 LibrariE&TRC-DL 2020年07月

1107 三原市立電子図書館
https://www.d-
library.jp/mihara/

広島県 三原市 LibrariE&TRC-DL 2020年07月

1108
With Booksひろしま（広島県立
図書館）

https://www.d-
library.jp/withboo
ks/g0101/top/

広島県 LibrariE&TRC-DL 2020年07月

1109 川西市電子図書館
https://www.d-
library.jp/kawanis

兵庫県 川西市 LibrariE&TRC-DL 2020年08月

1110 神川町電子図書館
https://kamikawa-
town.overdrive.com

埼玉県 神川町 OverDrive Japan 2020年08月

1111 久慈市電子図書館
https://www.d-
library.jp/kuji/g0

岩手県 久慈市 LibrariE&TRC-DL 2020年09月

1112 河内長野市立電子図書館
https://www.d-
library.jp/kawanag

大阪府 河内長野市 LibrariE&TRC-DL 2020年09月

1113
座間市立図書館　電子図書館
サービス

https://www.d-
library.jp/zama/g0
101/top/

神奈川県 座間市 LibrariE&TRC-DL 2020年09月

1114 鶴ヶ島市電子図書館
https://www.d-
library.jp/tsuru/g

埼玉県 鶴ヶ島市 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1115 かかみがはら電子図書館 https://www.d-
library.jp/kakami/g0

岐阜県 各務原市 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1116 おおさかさやま電子図書館
https://www.d-
library.jp/osayama

大阪府 大阪狭山市 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1117 生駒市電子図書館
https://www.d-
library.jp/ikoma/g

奈良県 生駒市 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1118 大和郡山市電子図書館
https://www.d-
library.jp/y_koriy

奈良県 大和郡山市 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1119 福岡県立図書館　電子図書館 https://www2.lib
.pref.fukuoka.jp

福岡県 KinoDen 2020年10月

1120 那珂川町電子図書館
https://www.d-
library.jp/nakagaw

栃木県 那珂川町 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1121 宮崎市立図書館
https://www.d-
library.jp/miyazak

宮崎県 宮崎市 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1122 取手市電子図書館
https://www.d-
library.jp/toride/

茨城県 取手市 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1123 南風原町電子図書館
https://www.d-
library.jp/haebaru

沖縄県 南風原町 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1124 かしば電子図書館 https://www.d-
library.jp/kashi

奈良県 香芝市 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1125 下松市立図書館
https://www.d-
library.jp/kudamat

山口県 下松市 LibrariE&TRC-DL 2020年10月

1126 山北町電子図書館
https://www.d-
library.jp/yamakit

神奈川県　山北町 LibrariE&TRC-DL 2020年11月

1127
市立竹原書院図書館電子図書サー
ビス

https://www.d-
library.jp/takehara/

広島県 竹原市 LibrariE&TRC-DL 2020年11月

1128 だいとう電子図書館
https://www.d-
library.jp/daito/g

大阪府 大東市 LibrariE&TRC-DL 2020年11月

1129 世田谷区電子書籍サービス
https://www.d-
library.jp/setagay

東京都 世田谷区 LibrariE&TRC-DL 2020年11月

1130 松田町電子図書館
https://www.d-
library.jp/mtosyo2

神奈川県 松田町 LibrariE&TRC-DL 2020年11月

1131 宇佐市民図書館　電子分館
https://www.d-
library.jp/usa_cit

大分県 宇佐市 LibrariE&TRC-DL 2020年11月

1132 いわでe-Library
https://www.d-
library.jp/iwade_l

和歌山県 岩出市 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1133 いちのせき電子図書館サービス https://www.d-
library.jp/ichin

岩手県 一関市 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1134 藤岡市電子図書館
https://www.d-
library.jp/fujioka

群馬県 藤岡市 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1135 こがねい電子図書館 https://www.d-
library.jp/kogan

東京都 小金井市 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1136 宇部市電子図書館
https://www.d-
library.jp/ube/g01

山口県 宇部市 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1137 ながよ電子図書館
https://www.d-
library.jp/nagayo/

長崎県 長与町 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1138 きくち圏域電子図書館
https://www.d-
library.jp/kikuchi

熊本県 大津町 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1139 網走市電子図書館 https://abashiri-
library.overdrive.co

北海道 網走市 OverDrive Japan 2020年12月

1140 伊方町電子図書館
https://www.d-
library.jp/ikata/g

愛媛県 伊方町 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1141 UMITOWN宇美町電子図書館
https://www.d-
library.jp/umitown

福岡県 宇美町 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1142 かどま電子図書館
https://www.d-
library.jp/kadoma/

大阪府 門真市 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1143
日進市立図書館オーディオブック
サービス

https://lib.city.n
isshin.lg.jp/conte
nts/

愛知県 日進市 エルシエロ・オトバンク 2020年12月

1144 韮崎市電子図書館
https://www.d-
library.jp/nirasak

山梨県 韮崎市 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1145 かつらぎし電子図書館
https://www.d-
library.jp/katsura

奈良県 葛城市 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

4

https://fukuyama-library.overdrive.com/
https://fukuyama-library.overdrive.com/
https://www.d-library.jp/ibaraki/g0101/top/
https://www.d-library.jp/ibaraki/g0101/top/
https://www.d-library.jp/mihara/g0101/top/
https://www.d-library.jp/mihara/g0101/top/
https://www.d-library.jp/withbooks/g0101/top/
https://www.d-library.jp/withbooks/g0101/top/
https://www.d-library.jp/withbooks/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kawanishi/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kawanishi/g0101/top/
https://kamikawa-town.overdrive.com/
https://kamikawa-town.overdrive.com/
https://www.d-library.jp/kuji/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kuji/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kawanaga/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kawanaga/g0101/top/
https://www.d-library.jp/zama/g0101/top/
https://www.d-library.jp/zama/g0101/top/
https://www.d-library.jp/zama/g0101/top/
https://www.d-library.jp/tsuru/g0101/top/
https://www.d-library.jp/tsuru/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kakami/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kakami/g0101/top/
https://www.d-library.jp/osayama/g0101/top
https://www.d-library.jp/osayama/g0101/top
https://www.d-library.jp/ikoma/g0101/top/
https://www.d-library.jp/ikoma/g0101/top/
https://www.d-library.jp/y_koriyama/g0101/top/
https://www.d-library.jp/y_koriyama/g0101/top/
https://www2.lib.pref.fukuoka.jp/index.php?page_id=934
https://www2.lib.pref.fukuoka.jp/index.php?page_id=934
https://www.d-library.jp/nakagawa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nakagawa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/miyazakilib/g0101/top/
https://www.d-library.jp/miyazakilib/g0101/top/
https://www.d-library.jp/toride/g0101/top/
https://www.d-library.jp/toride/g0101/top/
https://www.d-library.jp/haebaru/g0101/top/
https://www.d-library.jp/haebaru/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kashiba/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kashiba/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kudamatsu/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kudamatsu/g0101/top/
https://www.d-library.jp/yamakita/g0101/top/
https://www.d-library.jp/yamakita/g0101/top/
https://www.d-library.jp/takehara/g0101/top/
https://www.d-library.jp/takehara/g0101/top/
https://www.d-library.jp/daito/g0101/top/
https://www.d-library.jp/daito/g0101/top/
https://www.d-library.jp/setagaya/g0101/top/
https://www.d-library.jp/setagaya/g0101/top/
https://www.d-library.jp/mtosyo2078/g0101/top/
https://www.d-library.jp/mtosyo2078/g0101/top/
https://www.d-library.jp/usa_city/g0101/top/
https://www.d-library.jp/usa_city/g0101/top/
https://www.d-library.jp/iwade_lib/g0101/top/
https://www.d-library.jp/iwade_lib/g0101/top/
https://www.d-library.jp/ichinoseki/g0101/top/
https://www.d-library.jp/ichinoseki/g0101/top/
https://www.d-library.jp/fujioka/g0101/top/
https://www.d-library.jp/fujioka/g0101/top/
https://www.d-library.jp/koganei/g0101/top/
https://www.d-library.jp/koganei/g0101/top/
https://www.d-library.jp/ube/g0101/top/
https://www.d-library.jp/ube/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nagayo/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nagayo/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kikuchi/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kikuchi/g0101/top/
https://abashiri-library.overdrive.com/
https://abashiri-library.overdrive.com/
https://www.d-library.jp/ikata/g0101/top/
https://www.d-library.jp/ikata/g0101/top/
https://www.d-library.jp/umitown/g0101/top/
https://www.d-library.jp/umitown/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kadoma/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kadoma/g0101/top/
https://lib.city.nisshin.lg.jp/contents/
https://lib.city.nisshin.lg.jp/contents/
https://lib.city.nisshin.lg.jp/contents/
https://www.d-library.jp/nirasaki/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nirasaki/g0101/top/
https://www.d-library.jp/katsuragi/g0101/top/
https://www.d-library.jp/katsuragi/g0101/top/


■公共図書館　電子図書館サービス（電子書籍貸出サービス）実施図書館　（2021年4月1日現在）

1146 とみぐすく電子図書館
https://www.d-
library.jp/472123l

沖縄県 豊見城市 LibrariE&TRC-DL 2020年12月

1147 坂戸市電子図書館
https://www.d-
library.jp/sakad

埼玉県 坂戸市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1148 たちかわ電子図書館
https://www.d-
library.jp/tachi

東京都 立川市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1149 戸田市電子図書館
https://www.d-
library.jp/toda/

埼玉県 戸田市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1150 文京区立図書館　電子図書館
https://www.lib.
city.bunkyo.toky

東京都 文京区
LibrariE&TRC-DL
エルシエロ・オトバンク

2021年1月 2021年1月新規

1151 武蔵野市電子書籍サービス
https://www.libr
ary.musashino.to

東京都 武蔵野市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1152 木更津市立図書館　電子図書
https://www.d-
library.jp/kisar

千葉県 木更津市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1153 寄居町電子図書館
https://www.d-
library.jp/yorii

埼玉県 寄居町 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1154 船橋市図書館電子書籍サービス
https://www.d-
library.jp/funab

千葉県 船橋市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1155 長柄町電子図書館
https://www.d-
library.jp/nagar

千葉県 長柄町 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1156 光市電子図書館
https://www.d-
library.jp/hikari/g01

山口県 光市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1157 呉市電子図書館
https://www.d-
library.jp/ekure

広島県 呉市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1158 新居浜市電子図書館
https://www.d-
library.jp/niiha

愛媛県 新居浜市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1159 笠間市電子図書館
https://www.d-
library.jp/kasam

茨城県 笠間市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1160 多摩市電子図書館
https://www.d-
library.jp//tama

東京都 多摩市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1161 愛知県図書館電子書籍サービス
https://websv.ai
chi-pref-

愛知県 KinoDen 2021年1月 2021年1月新規

1162 にしお電子図書館
https://www.d-
library.jp/nishi

愛知県 西尾市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1163 真岡市電子図書館
https://www.d-
library.jp/moka/

栃木県 真岡市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1164 ぬまづ電子図書館
https://www.d-
library.jp/numaz

静岡県 沼津市 LibrariE&TRC-DL 2021年1月 2021年1月新規

1165 四街道市電子図書館
https://www.d-
library.jp/yotsu

千葉県 四街道市 LibrariE&TRC-DL 2021年2月 2021年2月新規

1166
大津市立図書館　電子図書館・
オーディオブック

https://www.city.ot
su.lg.jp/manabi/shis
etsu/info/38816.ht

滋賀県 大津市
LibrariE&TRC-DL
エルシエロ・オトバンク

2021年2月 2021年2月新規

1167 余市町電子図書館
https://yoichi-
library.overdriv

北海道 余市町 OverDriveJapan 2021年2月 2021年2月新規

1168 つばめ電子図書館
https://www.d-
library.jp/tsubame/

新潟県 燕市 LibrariE&TRC-DL 2021年2月 2021年2月新規、新潟県初

1169 沖縄市電子図書館
https://www.d-
library.jp/okina

沖縄県 沖縄市 LibrariE&TRC-DL 2021年2月 2021年2月新規

1170 うるま市立電子図書館
https://www.d-
library.jp/uruma

沖縄県 うるま市 LibrariE&TRC-DL 2021年2月 2021年2月新規

1171 川越市立図書館電子書籍サービス
https://www.d-
library.jp/kawagoe/

埼玉県 川越市 LibrariE&TRC-DL 2021年2月 2021年2月新規

1172
さくらがわ電子図書館～SaGaCitE
～

https://www.d-
library.jp/sakur

茨城県 桜川市 LibrariE&TRC-DL 2021年2月 2021年2月新規

1173 館山市電子図書館
https://tateyama-
city.overdrive.com/

千葉県 館山市 OverDriveJapan 2021年2月 2021年2月新規

1174 みどり市立電子図書館
https://www.d-
library.jp/midor

群馬県 みどり市 LibrariE&TRC-DL 2021年2月 2021年2月新規

1175 くにたち電子図書館
https://www.d-
library.jp/kunit

東京都 国立市 LibrariE&TRC-DL 2021年2月 2021年2月新規

1176 瀬戸市電子図書館
https://www.d-
library.jp/city_

愛知県 瀬戸市 LibrariE&TRC-DL 2021年2月 2021年2月新規

1177 豊後大野市電子図書館
https://www.d-
library.jp/bungo

大分県 豊後大野市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1178 岐阜市電子図書館
https://gifucity
-d-

岐阜県 岐阜市 OverDriveJapan 2021年3月 2021年3月新規

1179
箕面市立図書館　電子図書館・
オーディオブック

https://www.city
.minoh.lg.jp/lib
rary/20210301_eb

大阪府 箕面市
LibrariE&TRC-DL
エルシエロ・オトバンク

2021年3月 2021年3月新規

1180 ねやがわ電子図書館
https://www.d-
library.jp/neyag

大阪府 寝屋川市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1181 にゅうぜん電子図書館
https://www.d-
library.jp/nyuze

富山県 入善町 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1182 登別市立図書館デジタル分館
https://www.d-
library.jp/nobo/

北海道 登別市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

5

https://www.d-library.jp/472123lib/g0101/top/
https://www.d-library.jp/472123lib/g0101/top/
https://www.d-library.jp/sakado/g0101/top/
https://www.d-library.jp/sakado/g0101/top/
https://www.d-library.jp/tachikawa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/tachikawa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/toda/g0101/top/
https://www.d-library.jp/toda/g0101/top/
https://www.lib.city.bunkyo.tokyo.jp/digitallibrary.html
https://www.lib.city.bunkyo.tokyo.jp/digitallibrary.html
https://www.library.musashino.tokyo.jp/index?1
https://www.library.musashino.tokyo.jp/index?1
https://www.d-library.jp/kisarazu/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kisarazu/g0101/top/
https://www.d-library.jp/yorii/g0101/top/
https://www.d-library.jp/yorii/g0101/top/
https://www.d-library.jp/funabashi/g0101/top/
https://www.d-library.jp/funabashi/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nagara/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nagara/g0101/top/
https://www.d-library.jp/hikari/g0101/login/
https://www.d-library.jp/hikari/g0101/login/
https://www.d-library.jp/ekure/g0101/top/
https://www.d-library.jp/ekure/g0101/top/
https://www.d-library.jp/niihama/g0101/top/
https://www.d-library.jp/niihama/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kasama/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kasama/g0101/top/
https://www.d-library.jp/tama1971/g0101/top/
https://www.d-library.jp/tama1971/g0101/top/
https://websv.aichi-pref-library.jp/denshishoseki.html
https://websv.aichi-pref-library.jp/denshishoseki.html
https://www.d-library.jp/nishio/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nishio/g0101/top/
https://www.d-library.jp/moka/g0101/top/
https://www.d-library.jp/moka/g0101/top/
https://www.d-library.jp/numazu/g0101/top/
https://www.d-library.jp/numazu/g0101/top/
https://www.d-library.jp/yotsukaido/g0101/top/
https://www.d-library.jp/yotsukaido/g0101/top/
https://www.city.otsu.lg.jp/manabi/shisetsu/info/38816.html
https://www.city.otsu.lg.jp/manabi/shisetsu/info/38816.html
https://www.city.otsu.lg.jp/manabi/shisetsu/info/38816.html
https://yoichi-library.overdrive.com/
https://yoichi-library.overdrive.com/
https://www.d-library.jp/tsubame/g0101/top/
https://www.d-library.jp/tsubame/g0101/top/
https://www.d-library.jp/okinawa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/okinawa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/uruma/g0101/top/
https://www.d-library.jp/uruma/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kawagoe/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kawagoe/g0101/top/
https://www.d-library.jp/sakuragawa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/sakuragawa/g0101/top/
https://tateyama-city.overdrive.com/
https://tateyama-city.overdrive.com/
https://www.d-library.jp/midori/g0101/top/
https://www.d-library.jp/midori/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kunitachi/g0101/top/
https://www.d-library.jp/kunitachi/g0101/top/
https://www.d-library.jp/city_seto/g0101/top/
https://www.d-library.jp/city_seto/g0101/top/
https://www.d-library.jp/bungoono/g0101/top/
https://www.d-library.jp/bungoono/g0101/top/
https://gifucity-d-library.overdrive.com/
https://gifucity-d-library.overdrive.com/
https://www.city.minoh.lg.jp/library/20210301_ebook_audiobook.html
https://www.city.minoh.lg.jp/library/20210301_ebook_audiobook.html
https://www.city.minoh.lg.jp/library/20210301_ebook_audiobook.html
https://www.d-library.jp/neyagawa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/neyagawa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nyuzen/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nyuzen/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nobo/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nobo/g0101/top/


■公共図書館　電子図書館サービス（電子書籍貸出サービス）実施図書館　（2021年4月1日現在）

1183 はんだ電子図書館
https://www.d-
library.jp/handa

愛知県 半田市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1184 三郷町電子図書館
https://www.d-
library.jp/sango

奈良県 三郷町 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1185 福岡市電子図書館
https://www.d-
library.jp/fukuo

福岡県 福岡市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1186 古賀市電子図書館
https://www.d-
library.jp/koga/

福岡県 古賀市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1187 朝倉市電子図書館
https://www.d-
library.jp/asaku

福岡県 朝倉市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1188
沖縄県立図書館　電子書籍サービ
ス

https://www.libr
ary.pref.okinawa

沖縄県 KinoDen 2021年3月 2021年3月新規

1189 読谷村電子図書館
https://www.d-
library.jp/yomit

沖縄県 読谷村 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1190 尾道市電子図書サービス
https://onomichi
-

広島県 尾道市 OverDriveJapan 2021年3月 2021年3月新規

1191 南城市電子図書館
https://www.d-
library.jp/nanjo

沖縄県 南城市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1192 伊達市電子図書館
https://www.d-
library.jp/date_

福島県 伊達市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1193 茂原市電子図書館
https://www.d-
library.jp/mobar

千葉県 茂原市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1194 みたか電子書籍サービス
https://www.d-
library.jp/mitak

東京都 三鷹市
LibrariE&TRC-DL
KinoDen

2021年3月 2021年3月新規

1195 横浜市立図書館電子書籍サービス
https://www.d-
library.jp/yokoh

神奈川県 横浜市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1196 宇治市電子図書館
https://ujicity-
library.overdriv

京都府 宇治市 OverDriveJapan 2021年3月 2021年3月新規、京都府初

1197 天理市電子図書館
https://www.d-
library.jp/tenri

奈良県 天理市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1198 津久見市電子図書館
https://www.d-
library.jp/tsuku

大分県 津久見市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1199 こまき電子図書館
https://www.d-
library.jp/komak

愛知県 小牧市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1200 大分県立図書館電子書籍サービス
https://www.oita
-library.jp/

大分県 KinoDen 2021年3月 2021年3月新規

1201 うおづ電子図書館
https://www.d-
library.jp/uozu/

富山県 魚津市 LibrariE&TRC-DL 2021年3月 2021年3月新規

1202 帯広市電子図書館
https://obihiroc
ity.overdrive.co

北海道 帯広市 OverDriveJapan 2021年4月 2021年4月新規

1203 ひがしおおさか電子図書館
https://www.d-
library.jp/higas

大阪府 東大阪市 LibrariE&TRC-DL 2021年4月 2021年4月新規

1204 いずみさの電子図書館
https://www.d-
library.jp/izumi

大阪府 泉佐野市 LibrariE&TRC-DL 2021年4月 2021年4月新規

1205 王寺町電子図書館
https://www.d-
library.jp/oji_n

奈良県 王寺町 LibrariE&TRC-DL 2021年4月 2021年4月新規

1206
紀の川市図書館オーディオブック
サービス

http://www.city.kin
okawa.lg.jp/library/a

和歌山県 紀の川市 エルシエロ・オトバンク 2021年4月 2021年4月新規

1207 糸島市立図書館電子書籍サービス
https://www.d-
library.jp/itosh

福岡県 糸島市 LibrariE&TRC-DL 2021年4月 2021年4月新規

1208 岡垣サンリーアイ電子図書館
https://www.d-
library.jp/sanry

福岡県 岡垣町 LibrariE&TRC-DL 2021年4月 2021年4月新規

（注） ※TRC(図書館流通センター）提供の図書館サービス「TRC-DL」は2016年11月前は「TRC-DL」、2016年11月以降は「LibrariE＆TRC-DL」と表示しています。
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https://www.d-library.jp/handa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/handa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/sango/g0101/top/
https://www.d-library.jp/sango/g0101/top/
https://www.d-library.jp/fukuoka/g0101/top/
https://www.d-library.jp/fukuoka/g0101/top/
https://www.d-library.jp/koga/g0101/top/
https://www.d-library.jp/koga/g0101/top/
https://www.d-library.jp/asakura/g0101/top/
https://www.d-library.jp/asakura/g0101/top/
https://www.library.pref.okinawa.jp/notice/post-74.html
https://www.library.pref.okinawa.jp/notice/post-74.html
https://www.d-library.jp/yomitan/g0101/top/
https://www.d-library.jp/yomitan/g0101/top/
https://onomichi-city.overdrive.com/
https://onomichi-city.overdrive.com/
https://www.d-library.jp/nanjo/g0101/top/
https://www.d-library.jp/nanjo/g0101/top/
https://www.d-library.jp/date_city/g0101/top/
https://www.d-library.jp/date_city/g0101/top/
https://www.d-library.jp/mobara/g0101/top/
https://www.d-library.jp/mobara/g0101/top/
https://www.d-library.jp/mitaka/g0101/top/
https://www.d-library.jp/mitaka/g0101/top/
https://www.d-library.jp/yokohama/g0101/top/
https://www.d-library.jp/yokohama/g0101/top/
https://ujicity-library.overdrive.com/
https://ujicity-library.overdrive.com/
https://www.d-library.jp/tenri/g0101/top/
https://www.d-library.jp/tenri/g0101/top/
https://www.d-library.jp/tsukumi/g0101/top/
https://www.d-library.jp/tsukumi/g0101/top/
https://www.d-library.jp/komaki/g0101/top/
https://www.d-library.jp/komaki/g0101/top/
https://www.oita-library.jp/
https://www.oita-library.jp/
https://www.d-library.jp/uozu/g0101/top/
https://www.d-library.jp/uozu/g0101/top/
https://obihirocity.overdrive.com/
https://obihirocity.overdrive.com/
https://www.d-library.jp/higashiosa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/higashiosa/g0101/top/
https://www.d-library.jp/izumisano/g0101/top/
https://www.d-library.jp/izumisano/g0101/top/
https://www.d-library.jp/oji_nara/g0101/top/
https://www.d-library.jp/oji_nara/g0101/top/
http://www.city.kinokawa.lg.jp/library/audiobook.html
http://www.city.kinokawa.lg.jp/library/audiobook.html
https://www.d-library.jp/itoshima/g0101/top/
https://www.d-library.jp/itoshima/g0101/top/
https://www.d-library.jp/sanryaidl/g0101/top/
https://www.d-library.jp/sanryaidl/g0101/top/

