
＜別紙＞

【平成１７年度】
○展示期間 … ６月６日（月）～７月２９日（金） （土曜、日曜、祝日は休館：一部異なる場合は備考に記載）

名  称 郵便番号 住     所 施  設  名 連 絡 先 備  考

玖珂 740-0016 岩国市三笠町1-1-1 岩国教育事務所 0827-29-1570

岩国市 741-0081 岩国市横山3-1-11 岩国市教育センター 0827-43-0901

大島 742-2512 周防大島町平野269-44 周防大島町教育委員会 0820-78-2204

周東町 742-0417 周東町下久原1201-1 周東町立周東図書館 0827-84-1765 6/7～7/30、月 休館

柳井 742-8714 柳井市南町1-20-2 柳井市教育委員会 0820-22-2111

熊毛 742-1592 田布施町下田布施3430-1 田布施町教育委員会 0820-52-5812

光市 743-0011 光市光井9-18-3 光市教育委員会 0833-74-3602

周南 745-0004 周南市毛利町2-38 周南教育事務所 0834-33-6492

周南周南分館 745-0004 周南市毛利町2-2 周南市教育委員会 0834-22-8542

周南新南陽分館 746-0034 周南市富田1-1-1 周南市教育委員会事務局新南陽総合出張所 0834-61-4220

周南熊毛分館 745-0698 周南市呼坂2-2 周南市教育委員会事務局熊毛総合出張所 0833-92-0024

下松市 744-8585 下松市大手町3-3-3 下松市教育委員会 0833-45-1869

吉佐 747-0801 防府市駅南町13-40 防府教育事務所 0835-22-1072

吉佐徳地町分館 747-0231 徳地町堀1533 徳地町教育委員会 0835-52-1120

吉佐吉敷郡分館 754-8511 小郡町下郷609-1 小郡町立小郡図書館 083-973-0098
休館日6/13,19,24,27,
7/3,11,17,18,22,25

美祢 754-0511 秋芳町秋吉5356 秋芳町立図書館 0837-62-1925 土曜 開館、日・祝日 休館

美祢美祢市分館 759-2212 美祢市大嶺町東分281-1 美祢市立図書館 0837-52-0213
休館日6/6,13,20,27,
7/4,11,19,25

厚狭 757-0001 山陽小野田市厚狭 厚狭教育事務所 0836-72-0321

下関 751-0823 下関市貴船町3-2-1 下関教育事務所 0832-23-6278

萩 758-0041 萩市江向531-1 萩教育事務所 0838-22-0590

長門 759-4192 長門市東深川1339-2 長門市教育委員会 0837-23-1173

山口 754-0893 山口市秋穂二島1062 山口県教育研修所図書室 083-987-1160

中央 753-8501 山口市滝町1-1 山口県教育委員会 083-933-4607
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【平成１７年度】
※ 土曜、日曜、祝日は休館：一部異なる場合は備考に記載

名  称 郵便番号 住     所 施  設  名 連 絡 先 備  考

岩国市 740-0034 岩国市南岩国町 4-52-1 岩国市中央図書館（１F) 0827-31-0046 6/7 ～ 6/19 月・祝日 休館

和木町 740-0061 和木町和木2-1-1 和木町文化会館 0827-53-3123 6/13 ～ 6/24

玖南地区 740-1423 由宇町5918-1 由宇町文化会館 0827-29-1570 6/29 ～ 7/8

玖北展示場 740-0502 美川町四馬神1052 美川町コミュニティセンター 0827-76-0211 6/17 ～ 7/8 土・日 休館

玖珂町 742-0326 玖珂町4961 玖珂町立図書館 0827-82-4444 6/7 ～ 6/30
月休館,水～金9:00～17:00
火9:00～18:00

玖北地区 740-1225 美和町渋前1751 ハーモニーみわ 0827-95-0006 6/20 ～ 7/14 土・日・祝日 休館

周防大島大島図書館 742-2106 周防大島町大字小松138-1 周防大島町立大島図書館 0820-74-5300 6/7 ～ 7/29 月・祝日 休館

周防大島久賀図書館 742-2301 周防大島町大字久賀字地田上5058周防大島町立久賀図書館 0820-72-2520 6/6 ～ 7/29 日・祝日 休館

周防大島橘図書館 742-2806 周防大島町大字西安下庄445-2 周防大島町立橘図書館 0820-77-0100 6/6 ～ 7/29 日・祝日 休館

平生町 742-1102 平生町大字平生村178 平生町勤労青少年ホーム 0820-56-6083 7/1 ～ 7/29

柳井市立大畠図書館 749-0102 柳井市大畠1021 柳井市立大畠図書館 0820-45-2226 6/6 ～ 7/29

上関町 742-1402 上関町長島 上関町教育委員会 0820-62-0245 6/6 ～ 7/29

下松市臨時展示会場 744-8585 下松市大手町3-3-3 下松市役所１階市政情報コーナー 0833-45-1869 6/6 ～ 7/29

光市立図書館大和分室 743-0103 光市岩田2356-1 光市立図書館大和分室 0820-48-5350 6/6 ～ 7/29

周南鹿野分館 745-0302 周南市鹿野上3189-1 周南市立鹿野公民館 0834-68-2094 6/6 ～ 7/29

中央図書館 745-0071 周南市岐山通り2-7 周南市立中央図書館 0834-22-8682 6/7 ～ 7/30 月 休館

防府市 747-0809 防府市寿町7-1
防府市役所１号館１Ｆ
広聴相談係閲覧コーナー 0835-25-2194 6/6 ～ 7/29

阿知須町 754-1292 阿知須町2743 阿知須町教育委員会 0836-65-4111 6/17 ～ 7/29

秋穂町 754-1192 秋穂町東6570 秋穂町教育委員会 083-984-8029 6/10 ～ 6/30

美東町 754-0211 美東町大田6170-1 美東町図書館内 08396-2-5555 6/6 ～ 6/20

宇部分館 755-0033 宇部市琴芝1-1-33 宇部市立図書館 0836-21-1966 6/7 ～ 7/29 月・6/30 休館 

船木ふれあいセンター図書室 757-0216 宇部市船木179-1 船木ふれあいセンター図書室 0836-83-2870 6/6 ～ 7/29 休館日なし

山陽小野田分館 756-0802 山陽小野田市栄町9-13 山陽小野田市立中央図書館 0836-63-1183 6/7 ～ 7/29 月・7/1,7/19 休館

菊川ふれあい会館 750-0317 下関市菊川町下岡枝117 菊川ふれあい会館 0832-87-0302 6/17 ～ 7/7

下関市立豊田図書館 750-0424 下関市豊田町矢田153-1 下関市立豊田図書館 0837-66-3432 6/17 ～ 7/7

豊浦教育支所 759-6301 下関市豊浦町川棚6895-1 豊浦教育支所 0837-72-0612 6/17 ～ 7/7

豊北総合支所 759-5592 下関市豊北町滝部3140-1 豊北総合支所 0837-82-1943 6/17 ～ 7/7

萩教科書センター須佐分館 759-3411 萩市大字須佐4570-1 須佐公民館 08387-6-2310 6/6 ～ 7/29

萩教科書センター阿東分館 759-1512 阿東町徳佐中3417-2 阿東町教育委員会 08395-6-0115 6/6 ～ 7/29

長門教科書センター油谷分館 759-4503 長門市新別名672-1 油谷中央公民館 0837-32-1116 6/6 ～ 7/29
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教科書センター以外の展示会場所在地 一覧表


