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「生物多様性の本箱」～みんなが生きものとつながる100冊～とは

国連生物多様性の10年日本委員会
（UNDB-J）では、生物多様性の理解
や普及啓発、環境学習にも資するもの
として、UNDB-J推薦「子供向け図
書」（愛称：「生物多様性の本箱」～
みんなが生きものとつながる100冊
～）を2013年3月に選定しました。

選定にあたり、客観性、中立性、公平
性等を確保し、子供向け図書等に関す
る知見やネットワークを活用するた
め、外部専門家として日本児童図書出
版協会、一般財団法人 出版文化産業振
興財団および公益社団法人 日本環境教
育フォーラムにご協力を頂き、103の
タイトルが選ばれました。

生物多様性の理解等に資する子供向け図書に
ついては、様々なものが出版されており、こ
の他にも多くの優れた作品があることは言う
までもありません。

http://www.kodomo.gr.jp/
http://www.jpic.or.jp/
http://www.jeef.or.jp/


「生物多様性の本箱」全国47都道府県への寄贈プログラム実施

持続可能な社会づくりの基盤として最も大事なこと
のひとつは、未来の日本や世界を背負う子供たち
が、自然のしくみやつながりに感動したり、その大
切さや人と自然のかかわりを楽しく学んで理解しな
がら育つことです。

UNDB-Jでは、全国で開催される読み聞かせ会や展
示、貸出などの活用を行う施設や団体に生物多様性
の理解、普及啓発に協力をいただくため、「生物多
様性の本箱」の寄贈プログラムを設定し、特別寄贈
寄付・協賛をする企業、団体を募集しました。

経団連自然保護協議会の呼びかけにより、本寄贈プ
ログラムに賛同された企業の支援を得て、全国47都
道府県、56カ所の図書館、博物館、科学館等教育関
連施設、小学校、市民団体に寄贈を行うことができ
ました。

寄贈先施設では、環境月間や夏休み、春休みなどの
期間にイベント展示を行ったり、読み聞かせ会や、
図書活用のイベントなどを実施され、生物多様性の
理解、普及に努めていただきました。

支援企業と施設のマ
ッチングで収納用本
棚や寄贈記念の
UNDB-Jロゴ入り木
製プレートも寄贈。



「生物多様性の本箱」寄贈先は多様な分野の施設に

寄贈先は、Iki･Tomo推進事務局が図書活用による生物多様性普及啓発活動の実施に効
果的な施設を推薦し、支援企業の希望地方や寄贈先の収納用本棚の希望をマッチング
し選定しました。
環境学習センター、図書館、小学校、ビジターセンター、環境NGOのほか、動植物園、
博物館、科学館、子育て保育施設、青少年センター・合宿教育施設などにおよび、生
物多様性の普及啓発にさまざまなセクターとの連携が可能であることが示されました。
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2013-2016年度
「生物多様性の本箱」
寄贈プログラム
毎年度2ヵ所に寄贈

経団連自然保護協議会
日本自然保護協会（Iki･Tomo推進事務局）

経団連
自然保護
協議会

浄土ヶ浜ビジターセンター（岩手県）

七ヶ浜町ミア・マードレ森と海の楽好（宮城県）

福島オヤコサロン ボヌール ド サクラ メルシィ（福島県）

松川浦環境公園・NPO松川浦ふれあいサポート（福島県）

ひたち海浜公園沢田湧水ネイチャーハウス（茨城県）

六戸町立六戸小学校（青森県）

キッピー山のラボ 三田市有馬富士自然学習センター（兵庫県）

十日町市立里山科学館 越後松之山「森の学校」キョロロ（新潟県）

浄土ヶ浜ビジターセンター 寄贈式

七ヶ浜町ミア・マードレ
森と海の楽好 寄贈式
読み聞かせ会



浄土ヶ浜ビジターセンター 寄贈式。読み聞かせ会 ひたち海浜公園
沢田湧水
ネイチャーハウス
寄贈式

六戸町立六戸小学校
寄贈式・読み聞かせ授業

松川浦環境公園・NPO松川浦ふれあいサポート 寄贈式



キッピー山のラボ三田市有馬富士自然学習センター 寄贈式

十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ



2017年度「生物多様性の本箱」
寄贈プログラム
全国14カ所に寄贈

経団連自然保護協議会
経団連会員各社 ／個社
日本自然保護協会（Iki･Tomo推進事務局）

前田建設工業
株式会社

福井市立美山図書館（福井県）

南相木村立ふれあい図書館（長野県）

清水建設株式会社 富山市立大沢野小学校（富山県）

住友林業株式会社
新居浜市立図書館

別子銅山記念図書館（愛媛県）

三菱商事株式会社
安芸市地域子育て支援センター
(安芸おひさま保育所)（高知県）

トヨタ自動車
株式会社

名古屋市環境学習センター
エコパルなごや（愛知県）

損害保険ジャパン
日本興亜株式会社

やまがたヤマネ研究会（山形県）

積水化学工業
株式会社

森と恵みと学びの家（群馬県）

東レ株式会社 滋賀県立図書館（滋賀県）

経団連自然保護
協議会

札幌市環境プラザ（北海道）

島根県立三瓶自然館サヒメル（島根県）

森ビル株式会社
港区 子育てひろば「あい・ぽーと」

（東京都）

エイピーピー・
ジャパン株式会社

自然観察くまもと（熊本県）

大和リース株式会社
野々市市立図書館（石川県）

「学びの杜ののいち カレード」

新居浜市立別子銅山記念図書館 寄贈式

札幌市環境プラザ
寄贈式

滋賀県立図書館



森のおもちゃの家
（旧森の恵みと学びの家）

自然かんさつくまもと

安芸子育て
支援センター



島根県立三瓶自然館サヒメル 寄贈式

やまがた
ヤマネ
研究会

港区子育てひろばあいぽーと



2018年度「生物多様性の本箱」
寄贈プログラム
全国12カ所に寄贈

経団連自然保護協議会
経団連会員各社
日本自然保護協会（Iki･Tomo推進事務局）

前田建設工業株式会社
山口県立きらら浜自然観察公園（山口県）

佐賀市エコプラザ（佐賀県）

清水建設株式会社 大阪府太子町立山田小学校（大阪府）

住友林業株式会社 京都御苑 森の図書館（京都府）

三菱商事株式会社 本部町立博物館・図書（沖縄県）

株式会社日立製作所 かわさき宙と緑の科学館（神奈川県）

損害保険ジャパン
日本興亜株式会社

那須町立学びの森小学校（栃木県）

積水化学工業株式会社 蓮田市環境学習館（埼玉県）

経団連自然保護協議会
三重県環境学習情報センター（三重県）

鳥取県立博物館（鳥取県）

森ビル株式会社 港区立麻布小学校（東京都）

エイピーピー・ジャパン
株式会社

広島市安佐動物公園（広島県）

三重県環境学習情報センター 寄贈式

港区立麻布小学校 図書授業

本部町立博物館・図書館

広島市
安佐動物
公園



佐賀市
エコプラザ

京都御苑
森の図書館
寄贈式

鳥取県立博物館 寄贈式 かわさき
宙と緑の科学館

那須町立学び
の森小学校

蓮田市
環境学習館



2019年度生物多様性の本箱
寄贈プログラム
全国1６カ所に寄贈

経団連自然保護協議会
経団連会員各社 ／個社
日本自然保護協会（Iki･Tomo推進事務局）

前田建設工業株式会社
橿原市昆虫館（奈良県）

かごしま環境未来館 （鹿児島県）

清水建設株式会社 大村市立鈴田小学校（長崎県）

住友林業株式会社 森の科学館（宮崎府）

三菱商事株式会社
日本YMCA同盟国際青少年センター東山荘

（静岡県）

キャノン株式会社 九重青少年の家（大分県）

損害保険ジャパン
日本興亜株式会社

徳島県立博物館（徳島県）

積水化学工業株式会社 春日居ふるさと図書館（山梨県）

トヨタ自動車株式会社 和白干潟きりえ館（福岡県）

三菱ガス化学株式会社
茨城県霞ヶ浦環境科学センター（茨城県）

平塚市中央図書館（神奈川県）

経団連自然保護協議会
谷津干潟自然観察センター（千葉県）

石川県健康の森（石川県）

森ビル株式会社 渋谷区ふれあい植物センター（東京都）

エイピーピー・ジャパン
株式会社

五色台ビジターセンター （香川県）

日本製鉄株式会社 和歌山市民図書館（和歌山県）

森の科学館 寄贈式

渋谷区
ふれあい植物センター



春日居ふるさと図書館 特別展・おひろめ会

五色台ビジターセンター

平塚市中央図書館 寄贈式



九重青少年の家

茨城県
霞ヶ浦環境科学
センター
読み聞かせ会

和歌山
市民図書館

谷津干潟自然観察センター寄贈式



2020年度生物多様性の本箱
寄贈プログラム
６カ所に寄贈

経団連自然保護協議会
経団連会員各社 ／個社
日本自然保護協会（Iki･Tomo推進事務局）

経団連自然保護協議会の呼びかけにより、
全国47都道府県へ1カ所以上の寄贈達成

トヨタ自動車株式会社 ぎふ木遊館 （岐阜県）

三菱ガス化学株式会社
白河市立図書館（福島県）

葛飾区子供未来プラザ鎌倉（東京都）

経団連自然保護協議会
森林学習館プラザクリプトン（秋田県）

八木山動物公園（宮城県）

DOWAホールディングス
株式会社

岡山市立福島小学校（岡山県）

ぎふ木遊館
［木育ひろばの図書コーナーに配架］

森林総合教育センター
（morinos）［図書閲覧コーナーに配架］

2013-2020  全国56施設・団体への寄贈を実施
支援企業やUNDB-Jへの感謝状・お礼状も多数いただきました。



白河市立図書館 寄贈式 葛飾区子供未来プラザ鎌倉



「生物多様性の本箱」UNDB-Jイベントでの展示、普及呼びかけ

図書を手にとって生物多様性の大切さを感じていただく機会を増やしていくために、
さまざまなセクターへの普及を図るため、UNDB-Jが大型展示イベントで生物多様性
の本箱を紹介するブース出展を実施しました。環境保全関係以外にも広く一般の
方々、図書関係者、教育関係者、子供たちへの普及の場ともなりました。

上野の森親子フェスタ（上野恩賜公園）

エコプロダクツ展（東京ビッグサイト） エコライフェア（代々木公園）

GTFグリーチャレンジデー（新宿御苑）

「チャリティ・ブ
ック・フェスティ
バル」でフェスタ
に出展している各
出版社の協力によ
り展示し、親子連
れのほか、小学校
の先生や保育士、
図書館司書などに
も注目された。

UNDB-Jの活動展示
のほか、子供たち
が遊んで学べるカ
ードラリー、「生
物多様性の本箱」
の展示や読み聞か
せ会などを実施。

UNDB-J委員団体やIUCN-J加盟のNGOととも
に「生物多様性ナレッジスクエア」の

UNDB-Jのブース
で、活動紹介、
「生物多様性の
本箱」の推薦図
書の展示や読み
聞かせ、UNDB-J
ロゴ折り紙のワ
ークショップな
どを開催。

コーナーを設け
「生物多様性の
本箱」を展示。
ビジネスマン、
デザイナー、社
会科見学の子供
たちにも人気を
博した。



「生物多様性の本箱」図書館、教育施設、自治体による自主展示活動

既設図書館や教育施設の蔵書の中で、「生物多様性の本箱」に選定された図書を中心と
した特別展や読み聞かせイベントを開催する施設・団体を募集し、常設展示、期間展示、
イベント活動の報告をいただきました。全国の図書館や学習センターなどから、さまざ
まな工夫を施した展示や生物多様性の理解を深める資料配布の報告をいただきました。

また、図書館流通センター（TRC）の呼びかけや、自治体からの呼びかけにより、一斉展
示の活動も多数の企画を実施いただきました。

加須市立加須図書館

金沢海みらい図書館 金沢市泉野図書館大阪府茨木市中央図書館大阪市立東住吉図書館

熊本市動物園
（いきものフェ
アくまもと
2019～来て見
て実感！身近な
生物多様性～） いわて環境学習交流センター



松本市中央図書館

世田谷区立粕谷図書館

豊岡市立図書館

一関市立一関図書館

尾張旭市立図書館

塩尻市立図書館

鳥栖市立図書館

西尾市立
図書館



■新宿区立戸山図書館（常設）
生物多様性の概念が子供たちによく
伝わるように、大木に生きものが集
うイメージを本棚に展示。
木が生えている本棚の向かいには笹
が生えた本棚があり、笹の下には
UNDB-J発行の生物多様性マガジン
『Iki・Tomo』のバックナンバーも展
示。

■練馬区立南田中図書館（常設）
2階児童フロアに「生物多様性の本箱」コーナーを
常設。『ワンダーおはなし会』を毎月第3日曜日に

■今治市大西図書館
人間がたくさんの生き物とつながり、支えら
れていることを学ぼうという児童図書企画。
「生物多様性ってなに？」を実施。76冊の蔵
書を展示。
環境省製作の「生物多様性広報パネル」画像

をプリントし掲示。

2014年度～
図書館流通センター（TRC）
協力展示普及活動

TRCが「図書館へのサポート」「研修」「資料
サポート」の3機能を支援し、TRCの運営受託
図書館を中心に参加を呼び掛けた。参加館で
は「本箱」の展示を基本に、自治体や学校、
植物園、ボランティアなどとの連携を活発に
行い、お話し会や講演会、観察会などを実施。
11館常設、50館以上が毎年期間展示している。

1回30分、幼
児・児童向け
に実施。小さ
な実験や工作
などを盛り込
みながら、科
学や生物多様
性に関心を持
つきっかけづ
くりとして行
っている。

■杉並区南荻窪図書館（常設）

南荻窪図書館の二階児童コーナーでは、
「生物多様性の本箱」と新たに特集棚を
常設し、「南荻窪いきもの研究所」と名
付けた。

「南荻窪いきもの研究所」では
二ヵ月に一度特集を入れ替えて、
クイズを出題。
今までに、「空をとぶいきも
の」「キケンないきもの」「ぜ
つめつきぐどうぶつ」など、
色々なテーマで児童から一般ま
で本を集めている。

https://undb.jp/wp/wp-content/uploads/2013/06/lectotype.pdf


2018～2019年度

岐阜県公共図書館協議会
共通テーマ展示

神戸町立図書館

各務原市中央図書館

ハートピア安八図書館

岐阜県図書館

瑞浪市民図書館

美濃白川楽集館

岐阜市立図書館

岐阜県公共図書館協議会では、36館の施設が協力し、5月22日の生物多
様性の日や6月の環境月間の時期にあわせ、共通テーマ「みんなが生き
ものとつながる本」を一斉展示。



名称 住所 TEL MAP

春日部市立武里図書館
〒344-0023 埼玉県春日部市 大字
大枝８９番地２街区１棟

048-737-7625 MAP

ふじみ野市立上福岡図書館
〒356-0017 埼玉県ふじみ野市上野
台3-3-1

049-262-3710 MAP

八千代市立中央図書館
〒276-0028 千葉県八千代市村上
2510番地

047-486-2306 MAP

新宿区立戸山図書館
〒162-0052 東京都新宿区戸山2-
11

03-3207-1191 MAP

練馬区立南田中図書館
〒177-0035 東京都練馬区南田中
5-15-22

03-5393-2411 MAP

港区立麻布図書館
〒106-0032 東京都港区六本木5-
12-24

03-3585-9225 MAP

福井県里山里海湖研究所
〒919-1331 福井県三方上中郡若
狭町鳥浜122-31-１

0770-45-3580 MAP

松川浦環境公園 「NPO松川
浦ふれあいサポート」

〒976-0022 福島県相馬市尾浜字
札ノ沢192番地 松川浦環境公園

0244-38-6222 MAP

地球の楽好ふくしま親子サロ
ン 「ボヌールド サクラ
メルシィ」

〒960-8001 福島県福島市天神町
1-10

090-8614-
0618(地球の楽
好福島支部)

MAP

神戸市立西図書館
〒651-2273 兵庫県神戸市西区糀
台5-6-1 西区民センター1階

078-991-8311 MAP

愛知県西尾市立図書館
〒445-0847 愛知県西尾市亀沢町
474番地

0563-56-6200 MAP

文京区立湯島図書館
〒113-0033 東京都文京区本郷3-
10-18 湯島総合センター４階

03-3814-9242 MAP

文京区立本駒込図書館
〒113-0021 東京都文京区本駒込
4-35-15

03-3828-4117 MAP

文京区立小石川図書館
〒112-0002 東京都文京区小石川
5-9-20

03-3814-6745 MAP

七ヶ浜健康スポーツセンター
アクアリーナ 「森と海の楽好
ミア・マードレ」

〒985-0802 宮城県宮城郡七ヶ浜
町吉田浜字野山5-9 アクアリーナ
2階

022-357-7303 MAP

浄土ヶ浜ビジターセンター
〒027-0001 岩手県宮古市日立浜
町32-69

0193-65-1690 MAP

地球環境パートナーシッププ
ラザ（GEOC）

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
5-53-70 国連大学ビル1F

03-3407-8107 MAP

環境省生物多様性センター
〒403-0005 山梨県富士吉田市上
吉田剣丸尾5597-1

0555-72-6031 MAP

常設展示：80館（寄贈館含む・2021.2月末）

名称 住所 TEL MAP

名古屋市環境学習センターエ
コパルなごや

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄
1-23-13

052-223-1066 MAP

福井市立美山図書館 〒910-2351 福井市美山町2-12 0776-90-1700 MAP

南相木村立ふれあい図書館
〒384-1211 長野県南佐久郡南相木
村4435

0267-78-2433 MAP

別子銅山記念図書館
〒792-0004 愛媛県新居浜市北新町
10-1

0897-32-1911 MAP

港区 子育てひろば「あい・ぽ
ーと」

〒107-0062 東京都港区南青山2-
25-1

03-5786-3250 MAP

やまがたヤマネ研究会
〒990-2411 山形県山形市前田町
11⁻5⁻103

080-9636-6016 MAP

安芸市地域子育て支援センタ
ー

安芸市西浜570番地（安芸おひさま
保育所併設）

0887-37-9310 MAP

森と恵みと学びの家
〒379-1418 群馬県利根郡みなかみ
町須川996-1

0278-25-8777 MAP

島根県立三瓶自然館サヒメル
〒694-0003 島根県大田市多根
1121-8

0854-86-0500 MAP

札幌市環境プラザ
〒060-0808 札幌市北区北8条西3
丁目 札幌エルプラザ公共4施設 2
階

011-728-1667 MAP

富山県立大沢野小学校 〒939-2254 富山県富山市高内144 076-467-2288 MAP

自然観察くまもと 熊本県
naturenkmt@ya
hoo.co.jp

学びの杜ののいち カレード
〒921-8845 石川県野々市市太平寺
4-156

076-248-8099 MAP

十日町市立里山科学館 越後松
之山「森の学校」キョロロ

〒942-1411 新潟県十日町市松之
山松口1712-2

025-595-8311 MAP

キッピー山のラボ 三田市有馬
富士自然学習センター

〒669-1313 兵庫県三田市福島１
０９１－２

079-569-7727 MAP

ひたち海浜公園 沢田湧水ネ
イチャーハウス

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬
渡字大沼605-4

029-265-9001 MAP

六戸町立六戸小学校
〒039-2371 青森県六戸町大字犬
落瀬字明土63

0176-55-2008 MAP

埼玉県 幸手市立図書館香日向
分館

〒340-0151 埼玉県幸手市緑台2-
5-25

0480-42-8877 MAP

埼玉県 幸手市立図書館
〒340-0151 埼玉県幸手市緑台2丁
目5-25

0480-42-0169 MAP

立川市錦図書館
〒190-0022 東京都立川市錦町3-
12-25

042-527-0015 MAP

「生物多様性の本箱」展示・読み聞かせイベント実施報告

http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%98%A5%E6%97%A5%E9%83%A8%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%AD%A6%E9%87%8C%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.google.co.jp/maps?q=%E3%81%B5%E3%81%98%E3%81%BF%E9%87%8E%E5%B8%82%E7%AB%8B%E4%B8%8A%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
https://www.library.yachiyo.chiba.jp/KAKUKAN/CHUO.HTML
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%85%AB%E5%8D%83%E4%BB%A3%E5%B8%82%E7%AB%8B%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E6%88%B8%E5%B1%B1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
https://www.lib.nerima.tokyo.jp/institution/28
http://www.google.co.jp/maps?q=%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E5%8D%97%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.lib.city.minato.tokyo.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E9%BA%BB%E5%B8%83%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://satoyama.pref.fukui.lg.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E4%BA%95%E7%9C%8C%E9%87%8C%E5%B1%B1%E9%87%8C%E6%B5%B7%E6%B9%96%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80
http://www.city.soma.fukushima.jp/benri/institution/21kankyoukouen.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%BE%E5%B7%9D%E6%B5%A6%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%80%80%E3%80%8CNPO%E6%9D%BE%E5%B7%9D%E6%B5%A6%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%81%82%E3%81%84%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%8D
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AE%E6%A5%BD%E5%A5%BD%E3%81%B5%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%BE%E8%A6%AA%E5%AD%90%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%80%80%E3%80%8C%E3%83%9C%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%80%80%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%80%80%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A3%E3%80%8D
http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/library/facilities/nishi_lib.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%A5%BF%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://ufinity04.jp.fujitsu.com/nishio/index.php?page_id=0
http://www.google.co.jp/maps?q=%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E6%B9%AF%E5%B3%B6%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.lib.city.bunkyo.tokyo.jp/lib04-honkoma.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E6%9C%AC%E9%A7%92%E8%BE%BC%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.lib.city.bunkyo.tokyo.jp/lib03-koishi.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E5%B0%8F%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.google.co.jp/maps?q=%E4%B8%83%E3%83%B6%E6%B5%9C%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%20%E3%80%8C%E6%A3%AE%E3%81%A8%E6%B5%B7%E3%81%AE%E6%A5%BD%E5%A5%BD%20%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%80%8D
http://jodogahama-vc.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%B5%84%E5%9C%9F%E3%83%B6%E6%B5%9C%E3%83%93%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
http://www.geoc.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%9C%B0%E7%90%83%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%EF%BC%88GEOC%EF%BC%89
http://www.biodic.go.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
http://www.kankyo-net.city.nagoya.jp/ecopal/
https://undb.jp/recommend/display_permanent/page/3/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%B8%82%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%91%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%94%E3%82%84
http://www.city.fukui.lg.jp/dept/d620/miyamakan/index.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E4%BA%95%E5%B8%82%E7%AB%8B%E7%BE%8E%E5%B1%B1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.minamiaiki.jp/koukyou.htm
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%8D%97%E7%9B%B8%E6%9C%A8%E6%9D%91%E7%AB%8B%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%81%82%E3%81%84%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://lib.city.niihama.lg.jp/archives/libraries/niihama/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%96%B0%E5%B1%85%E6%B5%9C%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%88%A5%E5%AD%90%E9%8A%85%E5%B1%B1%E8%A8%98%E5%BF%B5%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.ai-port.jp/aiport/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%80%8C%E3%81%82%E3%81%84%E3%83%BB%E3%81%BD%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%80%8D
https://yamagata-yamane.jimdo.com/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E5%B8%82%E5%89%8D%E7%94%B0%E7%94%BA
http://www.city.aki.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=406
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%AE%89%E8%8A%B8+%E3%81%8A%E3%81%B2%E3%81%95%E3%81%BE%E4%BF%9D%E8%82%B2%E6%89%80/@33.5066279,133.8789387,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5a6J6Iq444GK44Gy44GV44G-5L-d6IKy5omA!3m4!1s0x0:0xb3b4df744f4ff63e!8m2!3d33.5034507!4d133.8794053
http://www.mori-megumi-manabi.com/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%A3%AE%E3%81%A8%E6%81%B5%E3%81%BF%E3%81%A8%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%81%AE%E5%AE%B6
http://www.nature-sanbe.jp/sahimel/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%B3%B6%E6%A0%B9%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E4%B8%89%E7%93%B6%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%A4%A8%E3%82%B5%E3%83%92%E3%83%A1%E3%83%AB
http://www.kankyo.sl-plaza.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%B8%82%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6
http://swa.toyama-city-ed.jp/weblog/index.php?id=toyama047
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E6%B2%A2%E9%87%8E%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://www.facebook.com/nature.kumamoto/
http://www.kaleido-nono1.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%81%AE%E6%9D%9C%E3%81%AE%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%A1%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89
http://www.matsunoyama.com/kyororo/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%8D%81%E6%97%A5%E7%94%BA%E5%B8%82%E7%AB%8B%E9%87%8C%E5%B1%B1%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%A4%A8
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-labo
http://www.google.co.jp/maps?q=%E4%B8%89%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
http://hitachikaihin.jp/spot/spot-27839.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E3%81%B2%E3%81%9F%E3%81%A1%E6%B5%B7%E6%B5%9C%E5%85%AC%E5%9C%92
http://www.infoaomori.ne.jp/rokusho/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%85%AD%E6%88%B8%E7%94%BA%E7%AB%8B%E5%85%AD%E6%88%B8%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://tosyo.city.satte.saitama.jp/branch/index.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%B9%B8%E6%89%8B%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E9%A6%99%E6%97%A5%E5%90%91%E5%88%86%E9%A4%A8
http://tosyo.city.satte.saitama.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%B9%B8%E6%89%8B%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.city.tachikawa.lg.jp/toshokan/shisetsu/toshokan/001.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E7%AB%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E9%8C%A6%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8


名称 住所 TEL MAP

橿原市昆虫館
〒634-0024 奈良県橿原市南山
町６２４

0744-24-7246 MAP

広島市安佐動物公園
〒731-3355 広島市安佐北区
安佐町大字動物園

082-838-1111 MAP

港区立麻布小学校
〒106-0041 東京都港区麻布台
１丁目５番１５号

03-3583-0014 MAP

鳥取県立博物館
〒680-0011 鳥取市東町二丁目
124

0857-26-8044 MAP

三重県環境学習情報センター
〒512-1211 三重県四日市市桜
町3684-11

059-329-2000 MAP

かわさき宙と緑の科学館
〒214-0032 川崎市多摩区枡形
7-1-2

044-922-4731 MAP

蓮田環境学習館
〒349-0101蓮田市大字黒浜
1061番地

048-764-1850 MAP

那須町立学びの森小学校
〒329-3223 栃木県那須郡那須
町大島１８－１

0287-72-0140 MAP

本部町立博物館
〒905-0212 沖縄県国頭郡本部
町大浜８７４－１

0980-47-2105 MAP

京都御苑
〒602-0881 京都市上京区京都
御苑３

075-211-6348 MAP

大阪府太子町立山田小学校
〒583－0992 大阪府南河内郡
太子町大字山田372番地

0721-98-0049 MAP

佐賀市エコプラザ
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大
字長瀬2369

0952-33-0520 MAP

山口県立きらら浜自然観察公
園

〒754-1277 山口県山口市阿知
須509-53

0836-66-2030 MAP

滋賀県立図書館
〒520-2122 大津市瀬田南大萱
町1740－1

077-548-9691 MAP

杉並区立南荻窪図書館
〒167-0052 杉並区南荻窪1-
10-2

03-3335-7377 MAP

豊後高田市立図書館
〒879-0605 大分県豊後高田市
御玉１０１番地１

0978-25-5115 MAP

八代市立図書館
〒866-0865 熊本県八代市北の
丸町２－３５

0965-32-3385 MAP

新宿区立下落合図書館
〒161-0033 東京都新宿区下落
合１－９－８

03-3368-6100 MAP

鶴ヶ島市立図書館
〒350-2223 埼玉県鶴ヶ島市大
字高倉 １２４７－１

049-271-3001 MAP

春日部市立中央図書館
〒344-0062 埼玉県春日部市粕
壁東２丁目８－６１

048-761-5911 MAP

名称 住所 TEL MAP

葛飾区子供未来プラザ鎌倉 〒125-0053 葛飾区鎌倉1-7-3 03-3658-1800 MAP

森林学習館プラザクリプトン
〒019-2611 秋田県秋田市河辺戸
島字上祭沢３８番地の４

018-882-5009 MAP

白河市立図書館
〒961-0957 福島県白河市道場小
路９６－５

0248-23-3250 MAP

ぎふ木遊館 〒502-8503 岐阜市学園町2-33 058-215-1515 MAP

岡山市立福島小学校
〒702-8046 岡山県岡山市南区立
川町３－３７

086-264-3151 MAP

和歌山市民図書館
〒640-8202 和歌山市屏風丁１７
番地

073-432-0010 MAP

五色台ビジターセンター
〒762-0014 香川県坂出市王越町
木沢字西山1733-18

0877-47-2479 MAP

渋谷区ふれあい植物センター
〒150-0011 東京都渋谷区東2-
25-37

03-5468-1384 MAP

石川県健康の森
〒929-2362    石川県輪島市三井
町中長谷12

.0768-26-1413 MAP

谷津干潟自然観察センター
〒275-0025   千葉県習志野市秋津
5-1-1

047-454-8416 MAP

霞ケ浦環境科学センター
〒300-0023 茨城県土浦市沖宿町
1853番地

029-828-0960 MAP

平塚市図書館
〒254-0041 平塚市浅間町１２－
４１

0463-31-0415 MAP

九重青少年の家
〒879-4911 大分県玖珠郡九重町
大字田野204-47

0973-79-3114 MAP

春日居ふるさと図書館
〒406-0013 山梨県笛吹市春日
居町寺本155-1 （春日居あぐり情
報ステーション内）

0553-26-2283 MAP

徳島県立博物館
〒770-8070 徳島市八万町向寺山
（文化の森総合公園）

088-668-3636 MAP

和白干潟きりえ館
〒811-0202   福岡市東区和白1-
14-37 和白干潟を守る会事務所

092-606-0012 MAP

日本YMCA同盟国際青少年セ
ンター東山荘

〒412-0024 静岡県御殿場市東山
1052

0550-83-1133 MAP

森の科学館
〒883－1101 宮崎県美郷町西郷田
代1561-1

0982-66-2004 MAP

大村市立鈴田小学校
〒856-0845 大村市大里町1546番
地1

0957-52-4322 MAP

かごしま環境未来館
〒890-0041 鹿児島市城西二丁目
1-5

099-806-6666 MAP

https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5c52229d65909e2ebea90610
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%A9%BF%E5%8E%9F%E5%B8%82%E6%98%86%E8%99%AB%E9%A4%A8
http://www.asazoo.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82%E5%AE%89%E4%BD%90%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%85%AC%E5%9C%92
http://azabu-es.minato-tky.ed.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E9%BA%BB%E5%B8%83%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://www.pref.tottori.lg.jp/museum/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8
http://www.eco-mie.com/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%AD%A6%E7%BF%92%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80
http://www.nature-kawasaki.jp/experience/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%95%E3%81%8D%E5%AE%99%E3%81%A8%E7%B7%91%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%A4%A8
https://www.city.hasuda.saitama.jp/community/kurashi/katsudo/npo/shisetsu/kankyogakusyukan.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E8%93%AE%E7%94%B0%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%AD%A6%E7%BF%92%E9%A4%A8
https://www.town.nasu.lg.jp/0000/info-0000000463-1.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E9%82%A3%E9%A0%88%E7%94%BA%E7%AB%8B%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%81%AE%E6%A3%AE%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://motobu-m.town.motobu.okinawa.jp/museumworks
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%9C%AC%E9%83%A8%E7%94%BA%E7%AB%8B%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8
https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/2_guide/map3_bunko.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BE%A1%E8%8B%91
http://academic1.plala.or.jp/yamada/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E7%AB%8B%E5%B1%B1%E7%94%B0%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://www.saga-ecoplaza.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E4%BD%90%E8%B3%80%E5%B8%82%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%80%80
http://kirara-h.com/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E3%81%8D%E3%82%89%E3%82%89%E6%B5%9C%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E5%85%AC%E5%9C%92
http://www.shiga-pref-library.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
https://www.library.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%89%E4%B8%A6%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E5%8D%97%E8%8D%BB%E7%AA%AA%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
https://www.bungotakada-lib.jp/index.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E8%B1%8A%E5%BE%8C%E9%AB%98%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
https://www.yatsushiro-lib.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E4%B8%8B%E8%90%BD%E5%90%88%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.google.co.jp/maps?q=%E9%B6%B4%E3%83%B6%E5%B3%B6%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%98%A5%E6%97%A5%E9%83%A8%E5%B8%82%E7%AB%8B%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000100/1022110/1022091.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E8%91%9B%E9%A3%BE%E5%8C%BA%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E9%8E%8C%E5%80%89
http://www.plaza-crypton.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%A3%AE%E6%9E%97%E5%AD%A6%E7%BF%92%E9%A4%A8%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%B3
https://library.city.shirakawa.fukushima.jp/contents/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
https://mokuyukan.pref.gifu.lg.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E3%81%8E%E3%81%B5%E6%9C%A8%E9%81%8A%E9%A4%A8
http://www.city-okayama.ed.jp/~fukusimas/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E7%AB%8B%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://wakayama-sp.civic-library.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%B0%91%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://goshikivc.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E4%BA%94%E8%89%B2%E5%8F%B0%E3%83%93%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
http://botanical-fureai.com/index.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%81%82%E3%81%84%E6%A4%8D%E7%89%A9%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
http://www.ken-mori.com/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%AE%E6%A3%AE
https://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E8%B0%B7%E6%B4%A5%E5%B9%B2%E6%BD%9F%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/kasumigauraesc/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E9%9C%9E%E3%82%B1%E6%B5%A6%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
https://www.lib.city.hiratsuka.kanagawa.jp/index?1
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%B9%B3%E5%A1%9A%E5%B8%82%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
https://www.pref.oita.jp/site/kokonoe/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E4%B9%9D%E9%87%8D%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%AE%B6
https://library.city.fuefuki.yamanashi.jp/lib_kasugai.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%98%A5%E6%97%A5%E5%B1%85%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
https://museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%BE%B3%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8
http://www.kirie-kusuda.sakuraweb.com/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%92%8C%E7%99%BD%E5%B9%B2%E6%BD%9F%E3%81%8D%E3%82%8A%E3%81%88%E9%A4%A8
https://www.ymcajapan.org/tozanso/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%97%A5%E6%9C%ACYMCA%E5%90%8C%E7%9B%9F%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E8%8D%98
https://www.m-forest-a.or.jp/fureai/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E6%A3%AE%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%A4%A8
https://www.city.omura.nagasaki.jp/kyoiku/kyoiku/shiritsugakko/sho/suzuta/index.html
http://www.google.co.jp/maps?q=%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E6%9D%91%E5%B8%82%E7%AB%8B%E9%88%B4%E7%94%B0%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://www.kagoshima-miraikan.jp/
http://www.google.co.jp/maps?q=%E3%81%8B%E3%81%94%E3%81%97%E3%81%BE%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E9%A4%A8


名称 住所

期間展示
2020/10/07～2021/03/19

長岡市立中央図書館 米百
俵号

〒940-0041 新潟県長岡市学校町
1-2-2

期間展示
2014/05/31～2014/06/10

土佐清水市立図書館
〒787-0306 高知県土佐清水市幸
町4-19

期間展示
2014/05/17～2014/05/31

岡山市立図書館
〒700-8544 岡山県岡山市北区大
供1-2-3

期間展示
2014/05/07～2014/06/17

横浜市内の図書館

期間展示
2014/04/23～2014/05/22

稲城市の図書館全館

期間展示
2014/04/10～2014/07/23

軽井沢町立中軽井沢図書館
〒389-0111 長野県軽井沢町大字
長倉3037番地18

期間展示
2014/04/04～2015/03/31

文京区立目白台図書館
〒112-0014 東京都文京区関口3-
17-9

名称 住所

期間展示
2015/05/09～2015/06/11

伊勢市立小俣図書館
〒519-0505 三重県伊勢市
小俣町本町２番地

期間展示
2015/05/08～2015/06/14

横浜市立中央図書館
〒220-0032 神奈川県横浜
市西区老松町1

期間展示
2015/05/01～2015/06/30

上里町立図書館

期間展示
2015/05/01～2015/06/30

北本市立中央図書館
〒364-0033 埼玉県北本市
本町1-2-1

期間展示
2015/05/01～2015/05/31

大和市立図書館
〒242-0018 神奈川県大和
市深見西1-2-17

期間展示
2015/05/01～2015/05/31

茂原市立図書館
〒297-0023 千葉県茂原市
千代田町1-6-1

期間展示
2015/04/21～2015/05/24

相模原市立橋本図書館
〒252-0143 神奈川県相模
原市緑区橋本3-28-1

期間展示
2015/04/01～2015/06/30

江戸川区立葛西図書館
〒134-0013 東京都江戸川
区江戸川6-24-1

期間展示
2014/11/25～2015/02/15

広島県立図書館
〒730-8511 広島県広島市
中区基町10-52

期間展示
2014/11/18～2014/12/31

板橋区立中央図書館
〒174-0071 東京都板橋区
常盤台1-13-1

期間展示
2014/11/01～2014/12/27

小山市立中央図書館
〒323-8686 栃木県小山市
城東1-19-40

期間展示
2014/10/17～2014/11/19

渋谷区立中央図書館
〒150-0001 東京都渋谷区
神宮前1-4-1

期間展示
2014/09/15～2014/10/15

相模原市立相模大野図書館
〒252-0303 神奈川県相模
原市南区相模大野4-4-1

期間展示
2014/08/11～2014/08/11

千代田区立日比谷図書文化
館

〒100-0012 東京都千代田
区日比谷公園1‐4

期間展示
2014/08/01～2014/08/31

新宿区角筈図書館
〒160-0023 東京都新宿区
西新宿4-33-7

期間展示
2014/07/20～2014/08/31

益城町図書館（ミナテラス
益城町交流情報センター）

〒861-2242 熊本県上益城
郡益城町木山２３６

期間展示
2014/07/18～2014/09/17

兵庫県立図書館
〒673-8533 兵庫県明石市
明石公園1-27

期間展示
2014/07/01～2014/08/31

さいたま市立北図書館
〒331-0812 埼玉県さいた
ま市北区宮原町1-852-1 （プ
ラザノース1階）

期間展示
2014/06/26～

佐賀県立図書館
〒840-0041 佐賀県佐賀市
城内二丁目1-41

期間展示
2014/06/15～2014/07/15

港区三田図書館
〒108-0014 東京都港区三
田1-10-4

期間展示：187館（複数回展示館含む・2021.2月末）

相模原市立相模大野図書館

小山市立中央図書館

https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/
http://sagakentosyo.sagafan.jp/e625565.html


名称 住所

期間展示
2015/07/01～2015/07/30

倉敷市立真備図書館
〒710-1301 岡山県倉敷市真備
町箭田47-1

期間展示
2015/06/01～2015/06/30

おおぶ文化交流の杜図書館
474-0053 愛知県大府市柊山町
六丁目150番地1

期間展示
2015/06/01～2015/06/30

三条市立図書館
955-0072 新潟県三条市元町１-
６

期間展示
2015/06/01～2015/06/30

立川市高松図書館
190-0011 東京都立川市高松町3-
22-5

期間展示
2015/06/12～2015/08/31

大田区立洗足池図書館

期間展示
2015/06/23～2015/08/23

江戸川区立西葛西図書館
〒134-0088 東京都江戸川区立
西葛西5-10-47

期間展示
2015/06/17～2015/07/17

浜松市立三ヶ日図書館

期間展示
2015/06/11～2015/06/29

高浜市立図書館

期間展示
2015/06/04～2015/07/01

玉名市民図書館

期間展示
2015/06/02～2015/06/29

板橋区立成増図書館
〒175-0094 東京都板橋区成増3-
13-1 アリエス3階

期間展示
2015/06/01～2015/07/31

佐野市立田沼図書館

期間展示
2015/06/01～2015/06/30

日光市立今市図書館
〒321-1266 栃木県日光市中央
町29-1

期間展示
2015/05/01～2015/05/31

春日部市立庄和図書館
〒344-0192 埼玉県春日部市金
崎839番地1

期間展示
2015/05/29～2015/06/24

北区立上十条図書館

期間展示
2015/05/29～2015/06/24

北区立中央図書館

期間展示
2015/05/29～2015/06/24

北区立豊島図書館

期間展示
2015/05/29～2015/06/24

北区立中央図書館分室

期間展示
2015/05/29～2015/06/24

北区立東十条図書館

期間展示
2015/05/26～2015/06/21

練馬区立貫井図書館
〒176-0021 東京都練馬区貫井1-
36-16（練馬区立美術館併設）

期間展示
2015/05/22～2015/06/29

板橋区立高島平図書館
〒175-0082 東京都板橋区高島
平3-13-1

名称 住所

期間展示
2016/05/21～2016/06/30

今治市立大西図書館
〒799-2205 愛媛県今治市
大西町宮脇甲506番地の1

期間展示
2016/05/20～2016/07/10

えびの市民図書館

期間展示
2016/05/15～2016/05/29

野田市立北図書館

期間展示
2016/05/15～2016/06/30

墨田区立立花図書館
〒131-0043 東京都墨田区
立花6-8-1-101

期間展示
2016/05/13～2016/05/31

摂津市民図書館

期間展示
2016/05/10～2016/06/02

習志野市立新習志野図書館
〒275-0025 千葉県習志野
市秋津3-6-3

期間展示
2016/05/01～2016/05/30

下野市立石橋図書館
〒329-0519 栃木県下野市
大松山1-7-3

期間展示
2016/05/01～2016/06/30

八潮市立八條図書館
〒340-0801 埼玉県八潮市
大字八條2753番地46

期間展示
2016/05/01～2016/05/30

大阪狭山市立図書館
〒589-0021 大阪府大阪狭
山市今熊一丁目106

期間展示
2016/04/23～2016/05/15

矢板市立図書館
〒329-2165 栃木県矢板市
矢板59-2

期間展示
2016/02/10～2017/02/09

萩市立萩図書館
〒758-0041 山口県萩市大
字江向552-2

期間展示
2015/12/01～2016/01/10

杉並区立下井草図書館
〒167-0022 東京都杉並区
下井草3-26-5

期間展示
2015/11/01～2015/11/30

佐野市立図書館

期間展示
2015/09/01～2015/09/30

浜松市立東図書館
435-0015 静岡県浜松市東
区子安町309-1

期間展示
2015/09/01～2015/10/31

佐野市立葛生図書館

期間展示
2015/07/01～2015/08/31

清須市立図書館
452-0961 愛知県清須市春
日夢の森1番地

期間展示
2015/07/22～2015/08/31

習志野市立谷津図書館
275-0026 千葉県習志野市
谷津5丁目16番33号

期間展示
2015/08/05～2015/08/18

吹田市さんくす図書館
〒564-0082 大阪府吹田市
片山町4-5-2-201

期間展示
2015/07/25～2015/08/27

豊島区立中央図書館
〒170-8422 東京都豊島区
東池袋1-18-1

期間展示
2015/07/01～2015/08/30

板橋区立赤塚図書館
〒175-0092 東京都板橋区
赤塚6-38-1 赤塚庁舎2階

https://library.allobu.jp/
http://www.city.sanjo.niigata.jp/library/
http://www.city.tachikawa.lg.jp/toshokan/shisetsu/toshokan/003.html
http://kasukabetrc.jp/showalib/
http://www.lib-city-hamamatsu.jp/access/higashi.htm
http://www.library-kiyosu.jp/
http://www.city.narashino.lg.jp/shisetu/toshokan/yatu.html


名称 住所

期間展示
2016/09/01～2016/09/10

東久留米市立ひばりが丘図書館
〒202-0001 東京都西東京市
ひばりが丘団地185 南部地域
センター内

期間展示
2016/07/20～2016/08/31

港区立高輪図書館分室
〒108-0074 東京都港区高輪
1-4-35高輪子供中高生プラザ3
階

期間展示
2016/07/15～2016/08/31

浜松市立西図書館

期間展示
2016/07/15～2016/08/31

浜松市立流通元町図書館

期間展示
2016/07/15～2016/08/31

桶川市立駅西口図書館

期間展示
2016/07/15～2016/08/31

西尾市立幡豆図書館

期間展示
2016/07/15～2016/08/31

浜松市立細江図書館

期間展示
2016/07/01～2016/08/31

富士見市立鶴瀬西分館

期間展示
2016/07/01～2016/07/31

高山市図書館「煥章館」
〒506-0838 岐阜県高山市馬
場町2-115

期間展示
2016/06/01～2016/06/30

八尾市立龍華図書館

期間展示
2016/06/04～2016/08/31

美馬市立脇町図書館

期間展示
2016/06/01～2016/06/30

和泉市立和泉図書館

期間展示
2016/06/01～2016/06/30

あきる野市中央図書館増戸分室

期間展示
2016/06/01～2016/06/30

燕市立図書館

期間展示
2016/06/01～2016/06/30

江戸川区立東葛西図書館

期間展示
2016/06/01～2016/06/30

江戸川区立篠崎こども図書館
〒133-0061 東京都江戸川区
篠崎町3-12-10

期間展示
2016/05/31～2016/06/19

川南町立図書館

期間展示
2016/05/28～2015/06/23

武豊町立図書館
〒470-2336 愛知県知多郡武
豊町字山ノ神135番地1

期間展示
2016/05/24～2016/06/14

吉川市立図書館

期間展示
2016/05/24～2016/06/26

練馬区立大泉図書館
〒178-0061 東京都練馬区大
泉学園町2-21-17

名称 住所

期間展示
2018/04/28～2018/05/24

松本市中央図書館
〒390-0861 長野県松本市蟻
ヶ崎2丁目4番40号

期間展示
2018/04/27～2018/05/23

福井県立若狭図書学習セン
ター

〒917-0075 福井県小浜市南
川町6-11

期間展示
2019/09/14～2019/09/14

知多市立中央図書館
〒478-0021 愛知県知多市岡
田 字宝の脇２２

期間展示
2018/03/01～2018/06/30

大野町立図書館
〒501-0521 岐阜県揖斐郡大
野町黒野990

期間展示
2018/03/31～2018/04/01

新宿南GREEN 
LABYRINTH（グリーンラ
ビリンス）

・Suicaのペンギン広場（JR
新宿駅新南改札外） ・新宿マ
インズタワー公開空地（都営
大江戸線新宿駅A1出口直結）

期間展示
2017/11/01～2017/11/20

茨木市立中央図書館
〒567-0028 大阪府茨木市畑
田町1-51

期間展示
2017/08/11～2017/10/11

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丁目１２－５

期間展示
2017/07/18～2017/09/18

綾川町立生涯学習センター
〒761-2305 香川県綾歌郡綾
川町滝宮３１８

期間展示
2017/09/29～2017/10/25

一関市立一関図書館
〒021-0884 岩手県一関市大
手町２－４６

期間展示
2017/07/14～2017/09/09

町田市立中央図書館
〒194-0013 東京都町田市原
町田3-2-9

期間展示
2017/07/01～2017/08/31

尾張旭市立図書館
〒488-0803 愛知県尾張旭市
東大道町山の内2419番地5

期間展示
2017/05/27～2017/06/22

豊島区立池袋図書館
〒171-0014 東京都豊島区池
袋 ３－２９－１０

期間展示
2017/05/17～2017/06/19

加須市立加須図書館
〒347-0055 埼玉県加須市中
央2-4-17

期間展示
2017/06/10～2017/09/30

世田谷区立粕谷図書館
〒157-0063 東京都世田谷区
粕谷4-13-6

期間展示
2017/07/28～2017/07/28

北海道立図書館 （札幌駅
前通地下歩行空間・展示ブ
ース）

札幌駅前通地下歩行空間（チ
カホ）

期間展示
2017/05/17～2017/06/29

豊岡市立図書館
〒668-0042 兵庫県豊岡市京
町5-28

期間展示
2017/04/29～2017/06/11

松本市中央図書館
〒390-0861 長野県松本市蟻
ヶ崎2丁目4番40号

期間展示
2017/03/09～2017/03/21

金沢市立金沢海みらい図書
館

〒920-0341 石川県金沢市寺
中町イ１－１

期間展示
2016/12/10～2016/12/10

札幌コンベンションセンタ
ー「子育て未来フェスタさ
っぽろ2016」

〒003-0006 北海道札幌市白
石区東札幌6条1丁目1-1

期間展示
2016/09/01～2016/09/11

東久留米市立東部図書館

http://www.lib.city.minato.tokyo.jp/j/takanawa.cgi
http://www.lib.city.matsumoto.lg.jp/
http://www.library-archives.pref.fukui.jp/index.php?page_id=161
https://www.lib.city.chita.aichi.jp/
https://www.town-ono.jp/0000000061.html
http://www.sesdhc.co.jp/green_labyrinth.html
http://www.lib.ibaraki.osaka.jp/
https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2012030900029/
http://www.library.city.ichinoseki.iwate.jp/
https://www.library.city.machida.tokyo.jp/
http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/kyouiku/shougaigakushuu/tosho/index.html
http://lib-trc-toshima.jp/list/ikebukuro.html
http://www.library.pref.hokkaido.jp/
http://lib.city.toyooka.lg.jp/
https://www.matsumoto-lib.annexis.jp/index.html
http://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/umimirai/
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kosodate/shisetsu/sougocenteribento/kosodatemiraifesta.html


名称 住所

期間展示
2018/05/22～2018/06/24

山県市図書館
〒501-2121 岐阜県山県市
大門850番地65

期間展示
2018/05/22～2018/06/22

関ヶ原ふれあいセンター・ふれあい図
書館

〒503-1521 岐阜県不破郡
関ケ原町大字関ヶ原894-29

期間展示
2018/05/22～2018/06/22

池田町図書館
〒503-2425 岐阜県揖斐郡池
田町六之井1541番地の1

期間展示
2018/05/22～2018/06/22

郡上市図書館
〒501-5121 岐阜県郡上市
白鳥町白鳥359-26

期間展示
2018/05/22～2018/06/22

下呂市はぎわら図書館
〒509-2517 岐阜県下呂市
萩原町萩原1166-8

期間展示
2018/05/22～2018/06/20

中山道みたけ館
〒505-0116 岐阜県可児郡
御嵩町御嵩1389-1

期間展示
2018/05/22～2018/06/18

大垣市立図書館
〒503-0911 岐阜県大垣市
室本町5-51

期間展示
2018/05/22～2018/06/17

美濃加茂市中央図書館
〒505-0041 岐阜県美濃加
茂市太田町1921-1

期間展示
2018/05/22～2018/06/13

揖斐川町立揖斐川図書館
〒501-0603 岐阜県揖斐郡
揖斐川町上南方15－１

期間展示
2018/05/18～2018/06/17

多治見市図書館
〒507-0034 岐阜県多治見
市豊岡町1-55

期間展示
2018/05/16～2018/06/30

土岐市図書館
〒509-5122 岐阜県土岐市
土岐津町土岐口2154-9

期間展示
2018/05/16～2018/06/15

関市立図書館
〒501-3802 岐阜県関市若草
通2丁目1番地

期間展示
2018/05/22～2018/06/28

高山市図書館煥章館
〒506-0838 岐阜県高山市
馬場町2-115

期間展示
2018/05/01～2018/06/25

岐阜市立図書館
〒500-8076 岐阜県岐阜市
司町40番地5

期間展示
2018/05/01～2018/05/31

美濃白川楽集館
〒509-1105 岐阜県加茂郡
白川町河岐1728

期間展示
2018/05/22～2018/06/28

岐南町図書館
〒501-6013 岐阜県羽島郡
岐南町平成７丁目38番地

期間展示
2018/05/22～2018/06/28

岐阜県図書館
〒500-8368 岐阜市宇佐4-
2-1

期間展示
2018/05/22～2018/06/24

ハートピア安八図書館
〒503-0198 岐阜県安八郡
安八町氷取30

期間展示
2018/05/14～2018/06/20

大阪市立中央図書館
〒540-0014大阪府大阪市西
区北堀江4-3-2

期間展示
2018/05/12～2018/05/13

熊本市動物園 （いきものフェアくま
もと2018～来て見て実感！身近な生
物多様性～）

〒862-0911 熊本市東区健
軍5-14-2

名称 住所

期間展示
2018/06/01～2018/06/24

船橋市立東図書館
〒274-0063 千葉県船橋市習志
野台５丁目１－１

期間展示
2018/05/16～2018/06/03

金沢市国連寄託図書館
〒921-8034 石川県金沢市泉
野町4-22-22

期間展示
2018/06/01～2018/06/30

飛騨市図書館
〒509-4292 岐阜県飛騨市古
川町本町2-22

期間展示
2018/06/01～2018/06/30

笠松中央公民館図書室
〒501-6083 岐阜県羽島郡笠
松町常磐町6

期間展示
2018/05/26～2018/06/21

美濃市図書館
〒501-3701 岐阜県美濃市殿
町1571-2

期間展示
2018/04/28～2018/05/24

豊島区立池袋図書館
〒171-0014 東京都豊島区池袋
３－２９－１０

期間展示
2018/05/22～2018/07/05

各務原市立中央図書館
〒504-0911 各務原市那加門前
町3丁目1-3

期間展示
2018/05/22～2018/07/31

養老町図書館
〒 503-1251 岐阜県養老郡養老
町石畑483-2

期間展示
2018/05/22～2018/07/01

瑞穂市図書館
〒501-0224 岐阜県瑞穂市稲
里28番地1

期間展示
2018/05/22～2018/07/01

しんせいほんの森
〒501-0465 岐阜県本巣市軽
海424番地

期間展示
2018/05/22～2018/06/05

北方町立図書館
〒501-0431 岐阜県本巣郡北
方町北方1816番地の4

期間展示
2018/05/22～2018/06/05

中津川市立図書館
〒508-0041 岐阜県中津川市
本町2-3-25

期間展示
2018/05/22～2018/06/30

羽島市立図書館
〒501-6244 岐阜県羽島市竹
鼻町丸の内6丁目2番地

期間展示
2018/05/22～2018/06/30

輪之内町立図書館
〒503-0212 岐阜県安八郡輪
之内町中郷新田1495

期間展示
2018/05/22～2018/06/28

神戸町立図書館
〒503-2306 岐阜県安八郡神
戸町大字北一色821番地の1

期間展示
2018/05/22～2018/06/28

可児市立図書館
〒509-0214 岐阜県可児市広
見570番地5

期間展示
2018/05/22～2018/06/28

瑞浪市民図書館
〒509-6101 岐阜県瑞浪市土
岐町7267-4

期間展示
2018/05/22～2018/06/27

海津市海津図書館
〒503-0654 岐阜県海津市海
津町高須605

期間展示
2018/05/22～2018/06/27

タルイピアセンター図書館
〒503-2121 岐阜県不破郡垂
井町2443-1

期間展示
2018/05/22～2018/06/27

恵那市中央図書館
〒509-7205 岐阜県恵那市長
島町中野2丁目2番地5

http://library.yamagata-gifu.ed.jp/
http://www.town.sekigahara.gifu.jp/3734.htm
http://www.town.ikeda.gifu.jp/library/
https://library.city.gujo.gifu.jp/?page_id=163
http://lib.city-gero.jp/shisetu/index.html#01
http://www.town.mitake.gifu.jp/hp_ka/11gakusyu/mitakekan/
http://www.ocpl.ogaki.gifu.jp/
http://www3.city.minokamo.gifu.jp/riyou/center.cfm
https://www.town.ibigawa.lg.jp/0000000012.html
https://www.lib.tajimi.gifu.jp/
http://www.city.toki.lg.jp/library/
http://ufinity08.jp.fujitsu.com/sekilib/?page_id=16
http://www.library.takayama.gifu.jp/
https://g-mediacosmos.jp/lib/
http://gakusyukan.town.shirakawa.gifu.jp/
https://www.lib100.nexs-service.jp/ginan/
http://www.library.pref.gifu.lg.jp/index.html
http://www.town.anpachi.gifu.jp/category/heartpia/
http://www.oml.city.osaka.lg.jp/
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=15820&class_set_id=3&class_id=588
https://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/
http://hida-lib.jp/index.asp
http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2012121200083/
http://www.lib.city.mino.gifu.jp/
http://lib-trc-toshima.jp/list/ikebukuro.html
http://ufinity08.jp.fujitsu.com/kakamigahara/
http://lib.town.yoro.gifu.jp/
http://www.library-mizuho-gifu.jp/index.html
http://www.library-city-motosu.jp/
http://www.town.kitagata.gifu.jp/third/building_etc/Library.html
https://library.city.nakatsugawa.gifu.jp/
https://www.lib100.nexs-service.jp/hashima/
http://www.tanpopo.ne.jp/~wakyo/04tosyokann/04.html
http://www.town.godo.gifu.jp/contents/library/library01.html
http://www.kani-lib.jp/
http://library.city.mizunami.gifu.jp/tosho/index.asp
http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/life/public-facility/culture-facility/kaizu-toshokan.html
http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2014121200049/
http://library.city.ena.lg.jp/


名称 住所

期間展示
2019/06/01～2019/06/30

船橋市立東図書館
〒274-0063 千葉県船橋市習志野
台５丁目１－１

期間展示
2019/05/14～2019/06/14

鹿児島県立奄美図書館
〒894-0016 鹿児島県奄美市名瀬
古田町１番１号

期間展示
2019/05/21～2019/06/02

鹿児島県立図書館
〒892-0853 鹿児島県鹿児島市城
山町７番１号

期間展示
2019/05/25～2019/05/25

豊島区立池袋図書館
〒171-0014 東京都豊島区池袋 ３
－２９－１０

期間展示
2019/05/11～2019/05/12

熊本市動物園 （いきものフェ
アくまもと2019～来て見て実
感！身近な生物多様性～）

〒862-0911 熊本市東区健軍5-
14-2

期間展示
2019/05/22～2019/06/27

高山市図書館「煥章館」
〒506-0838 岐阜県高山市馬場
町2-115

期間展示
2019/04/16～2019/06/06

鳥栖市立図書館
〒841-0053 佐賀県鳥栖市布津
原町11－21

期間展示
2019/02/16～2019/02/16

米子コンベンションセンター
〒683-0043 鳥取県米子市末広町
294

期間展示
2019/02/16～2019/03/10

塩尻市立図書館
〒399-0786 長野県塩尻市大門七
番町3番3号

期間展示
2019/02/16～2019/02/16

とりeco環境フェスタ
〒683-0043 鳥取県米子市末広町
２９４ 米子コンベンションセン
ター 多目的ホール

期間展示
2018/09/28～2019/03/31

宗像市民図書館
〒811-3437 福岡県宗像市久原
４００

期間展示
2018/09/28～2018/10/24

大牟田市立図書館
〒836-0861 福岡県大牟田市宝坂
町２－２－３

期間展示
2018/09/01～2018/09/30

徳島市立図書館
〒770-0834 徳島県徳島市元町１
－２４ アミコビル５・６階

期間展示
2018/07/01～2018/09/17

綾川町立生涯学習センター
〒761-2305 香川県綾歌郡綾川町
滝宮３１８

期間展示
2018/07/01～2018/08/31

加古川海洋文化センター図書
館

〒675-0136 兵庫県加古川市別府
町 港町１６ ２階

期間展示
2018/06/22～2018/08/31

港区立高輪図書館
〒108-0074 港区高輪1丁目16番
25号 高輪コミュニティーぷら
ざ3階

期間展示
2018/06/15～2018/08/08

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丁目１２－５

期間展示
2018/08/10～2018/08/11

第3回「山の日」記念全国大
会in鳥取 森の恵み感謝祭
大山エリア

〒689-3318 鳥取県西伯郡大山町
大山145-12 大山国体広場

期間展示
2018/06/01～2018/07/31

鹿屋市立図書館
〒893-0007 鹿児島県鹿屋市 北田
町１１１０７

期間展示
2018/06/14～2018/07/11

船橋市立中央図書館
〒273-0005 千葉県船橋市本町４
－３８－２８

名称 住所

期間展示
2020/09/01～2020/10/31

環境学習交流センター
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅
西通1丁目7-1

期間展示
2020/09/01～2020/10/31

環境学習交流センター
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅
西通1丁目7-1

期間展示
2020/08/21～2020/10/14

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

期間展示
2020/06/22～2020/07/19

札幌市環境プラザ
〒060-0808 札幌市北区北8条西3
丁目札幌エルプラザ内

期間展示
2020/06/26～2020/08/30

浜松市立引佐図書館
〒431-2212 静岡県浜松市北区引
佐町井伊谷６１０－２

期間展示
2020/02/01～2020/03/01

知多市立中央図書館
〒478-0021 愛知県知多市岡田 字
宝の脇２２

期間展示
2020/02/15～2020/02/15

愛媛県生涯学習センター
〒791-1136 愛媛県松山市上野町
甲650番地

期間展示
2019/10/27～2019/11/09

愛媛県立とべ動物園「とべ
ＺＯＯ 秋の読書週間イベ
ント」

〒791-2191 愛媛県伊予郡砥部町
上原町240

期間展示
2019/08/01～2019/09/30

宮代町立図書館
〒345-0801 埼玉県南埼玉郡宮代
町 百間１１３９

期間展示
2019/09/01～2019/09/30

徳島市立図書館
〒770-0834 徳島県徳島市元町１
－２４ アミコビル５・６階

期間展示
2019/07/17～2019/09/16

新富町図書館
〒889-1403 宮崎県児湯郡新富町
上富田６３４５－５

期間展示
2019/07/01～2019/08/31

阿波市立阿波図書館
〒771-1703 徳島県阿波市阿波町
東原１６７－１

期間展示
2019/08/01～2019/08/31

大牟田市立図書館
〒836-0861 福岡県大牟田市宝坂
町２－２－３

期間展示
2019/07/01～2019/08/31

港区立高輪図書館
〒108-0074 港区高輪1丁目16番25
号 高輪コミュニティーぷらざ3階

期間展示
2019/07/01～2019/08/31

阿波市立市場図書館
〒771-1602 徳島県阿波市市場町
上野段２１２－２

期間展示
2019/07/01～2019/08/31

阿波市立吉野笠井図書館
〒771-1402 徳島県阿波市吉野町
西条字大内１３－１

期間展示
2019/06/14～2019/08/07

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丁目１２－５

期間展示
2019/07/01～2019/07/31

鹿屋市立図書館
〒893-0007 鹿児島県鹿屋市 北田
町１１１０７

期間展示
2019/07/02～2019/07/31

綾川町立生涯学習センター
〒761-2305 香川県綾歌郡綾川町
滝宮３１８

期間展示
2019/06/14～2019/07/10

船橋市立中央図書館
〒273-0005 千葉県船橋市本町４
－３８－２８

http://www.library.pref.kagoshima.jp/amami/
http://www.library.pref.kagoshima.jp/honkan/
http://lib-trc-toshima.jp/list/ikebukuro.html
http://www.ezooko.jp/11gc012119/kiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=457&pg=1
http://www.library.takayama.gifu.jp/
http://www.city.tosu.lg.jp/library/
http://bigship.sanin.jp/bigship/guest/15/
https://www.library-shiojiri.jp/
https://www.pref.tottori.lg.jp/270898.htm
https://munakata.milib.jp/toshow/asp/index.aspx
http://www.library.city.omuta.fukuoka.jp/index.html
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/
https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2012030900029/
https://kakogawa-mcc.com/library/
https://www.lib.city.minato.tokyo.jp/j/takanawa.cgi
http://mountainday-tottori.jp/gaiyo/gyoji/
http://www.oosumilib.jp/riyouannai2.html#01
https://www.trc-funabashi.jp/list/chuou/
http://www.aiina.jp/environment/index.html
http://www.aiina.jp/environment/index.html
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/
https://www.kankyo.sl-plaza.jp/
https://www.lib.city.chita.aichi.jp/
http://www.i-manabi.jp/
http://www.tobezoo.com/
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/
http://shintomi-lib.jp/
https://www.city.awa.lg.jp/docs/2011040100788/
http://www.library.city.omuta.fukuoka.jp/index.html
https://www.lib.city.minato.tokyo.jp/j/takanawa.cgi
https://www.city.awa.lg.jp/docs/2011040100788/
https://www.city.awa.lg.jp/docs/2011040100788/
http://www.oosumilib.jp/riyouannai2.html#01
https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2012030900029/
https://www.trc-funabashi.jp/list/chuou/
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