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川念 校

ユニセフ視聴覚ライブラリーを利用したい

全国の貸出機関と協定地域組織
09

ユニセフ視聴覚ライブラリー　貸出機関
機 関 名 貸出アイテム 電話番号 受付日時 住　　所

東日本を中心に全国へ貸し出し

ユニセフライブラリー 03-5789-2014 9：00～17：00
㊡ 土・日・祝

〒343-0851　越谷市七左町4-301　
共同物流
ユニセフライブラリー係

原則、所在県府内対象に貸し出し（発送サービスあり）

（公財）岩手県国際交流協会 019-654-8900
9：00～20：00 
㊡ アイーナ休館日
12/29～1/3

〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通1-7-1　
いわて県民情報交流センター「ア
イーナ」５F　国際交流センター内

（公財）秋田県国際交流協会 018-893-5499
9：00～17：45
㊡ 第1, 2, 4, 5 土・日・祝、
第3土曜日の翌月曜日

〒010-0001　秋田市中通2-3-8　
アトリオン1F

（公財）栃木県国際交流協会 028-621-0777 9：00～17：00（火～土）
㊡ 月・日・祝

〒320-0033　宇都宮市本町9-14　
とちぎ国際交流センター内

（公財）静岡県国際交流協会 054-202-3411 8：30～17：15
㊡ 土・日・祝

〒422-8067　静岡市駿河区南町14-1　
水の森ビル2F

（公財）名古屋国際センター
　ライブラリー 052-581-0102

9：00～19：00 （火～日）
㊡ 月／2月・8月の第2日曜日
･12/29～1/3

〒450-0001　名古屋市中村区那古野1-47-1

（公財）豊田市国際交流協会 0565-33-5931
9：00～19：00（火～金）
9：00～17：00（土・日）
㊡ 月（豊田市とその周辺対象）

〒471-0034　豊田市小坂本町1-25　
豊田産業文化センター3F 

（公財）とやま国際センター 076-444-2500 9：00～17：45
㊡ 土・日・祝

〒930-0856　富山市牛島新町5番5号　
インテックビル4F

（公財）福井県国際交流協会 0776-28-8800
9：00～18：00（第2月・水・金・土・日）
9：00～20：00（火・木）
㊡ 第2以外の月・祝

〒910-0004　福井市宝永3-1-1

日本国際連合協会
京都本部事務局 075-211-3911

10：00～17：00
㊡ 土・日・祝
学校・団体・企業のみ貸し出し可

〒604-0862　京都市中京区烏丸通り夷川上ル
第7長谷ビル8F

熊本県教育庁義務教育課 096-333-2705
（ダイヤルイン）

10：00～17：00
㊡ 土・日・祝 〒862-8609　熊本市中央区水前寺6-18-1

（公財）鹿児島県国際交流協会 099-221-6620 9：00～17：00
㊡ 月（祝日の場合火）

〒892-0816　鹿児島市山下町14-50
かごしま県民交流センター1F

※ DVD のみ

※ DVD のみ

※ DVD のみ

※ DVD のみ

機 関 名 貸出アイテム 電話番号 受付日時 住　　所

沖縄県視聴覚ライブラリー
※ DVD のみ

098-864-0474 8：30～17：15
㊡ 土・日・祝

〒900-0029　 那覇市旭町116-37（沖縄県南部合同庁舎
4F）　沖縄県教育庁生涯学習振興課生涯
学習推進センター

訪問して利用することができます（発送サービスなし）

神奈川県立地球市民かながわ
プラザ　情報フォーラム 045-896-2977

9：00～20：00（火～金）
9：00～17：00（土日祝） 
㊡ 月（祝日の場合開館）
県内在住・在勤・在学の方対象

〒247-0007　横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 2F

（公財）大阪国際交流センター 06-6773-8989
平日　9：00～19：00
土・日・祝　9：00～17：30
㊡ 12/29～1/3・臨時休館日

〒543-0001　大阪市天王寺区上本町8-2-6

協定地域組織
名　　称 貸出アイテム 電話番号

FAX 番号 受付日時 住　　所

北海道ユニセフ協会 011-671-5717
011-671-5758 月・火・木・金　10：00～16：00 〒063-8501　札幌市西区発寒11条5-10-1

コープさっぽろ本部2F

岩手県ユニセフ協会 019-687-4460
019-687-4491 月～金　10：00～15：00 〒020-0690　岩手県滝沢市土沢220-3

いわて生協本部２F

宮城県ユニセフ協会 022-218-5358
022-218-3663 月～金　10：00～16：00 〒981-3194　仙台市泉区八乙女4-2-2　

みやぎ生協A棟３階

福島県ユニセフ協会 024-522-5566
024-522-2295 月～金　10：00～16：00 〒960-8105　福島市仲間町4-8　

ラコパふくしま４F

茨城県ユニセフ協会 029-224-3020
029-224-1842 月～金　10：00～16：00 〒310-0022　水戸市梅香1-5-5　

茨城県JA会館分館5F　

埼玉県ユニセフ協会 048-823-3932
048-823-3978 月～金　10：30～16：30 〒336-0018　さいたま市南区南本町2-10-10

コープみらい コーププラザ浦和１F

千葉県ユニセフ協会 043-226-3171
043-226-3172 月～金　10：00～16：00 〒264-0029　千葉市若葉区桜木北2-26-30

コープみらい 千葉エリア桜木事務所 本館

神奈川県ユニセフ協会 045-334-8950
045-334-8951

月・水・金 ※祝日除く
10：00～17：00

〒231-0063　横浜市中区花咲町2-57 
ミシナビル201

岐阜県ユニセフ協会 058-379-1781
058-379-1782 月・火・木・金　10：00～16：00 〒509-0197　各務原市鵜沼各務原町1-4-1　

生活協同組合コープぎふ1Ｆ

石川県ユニセフ協会 076-255-7997
076-255-7185 月・火・水・金　10：00～15：00 〒920-0362　金沢市古府2-189 

コープいしかわ古府センター２F

三重県ユニセフ協会 059-273-5722
059-273-5758 月・水・金　10：00～1７：00 〒514-0009　津市羽所町３７９番地

コープみえ本部ビル1F

奈良県ユニセフ協会 0742-25-3005
0742-25-3008 月～木　11：00～16：00 〒630-8253　奈良市内侍原町6番地の1　

奈良県林業会館2F

大阪ユニセフ協会 06-6645-5123
06-6645-5124 火～土　11：00～16：00 〒556-0017　大阪市浪速区湊町1-4-1　

OCATビル２F

京都綾部ユニセフ協会 0773-40-2322
0773-45-4090 月～木　10：00～15：00 〒623-0021　綾部市本町2-14　

あやべハートセンター内

兵庫県ユニセフ協会 078-435-1605
078-451-9830 月～金　10：00～16：00 〒658-0081　神戸市東灘区田中町5-3-18 

コープこうべ生活文化センター4F

鳥取県ユニセフ協会 0858-71-0970
0858-71-0970

月・火・金　10：00～16：00、
水　10：00～12：00

〒680-1202　鳥取市河原町布袋597-1
鳥取県生協内

岡山ユニセフ協会※ 086-227-1889
086-227-1889 月・火・木・金　10：00～15：00 〒700-0823　岡山市北区丸の内1-14-12　

小野アルミビル2Ｆ

広島県ユニセフ協会 082-231-8855
082-231-8855 月～金　10：00～16：00 〒730-0802　広島市中区本川町2-6-11　

第7ウエノヤビル5F

山口県ユニセフ協会 083-902-2266
083-928-5416 月～金　10：00～16：00 〒753-0083　山口市後河原210番地

香川県ユニセフ協会 087-813-0772
087-813-0772

月・火・金　10：00～16：00、
水　14：00～18：00

〒760-0023　高松市寿町1-4-3
高松中央通りビル３F

愛媛県ユニセフ協会 089-931-5369
089-931-5369 月～金　10：00～16：00 〒790-0003　松山市三番町5-13-10

リパッブビル201号

久留米ユニセフ協会 0942-37-7121
0942-37-7139 月・水・金　9：00～16：00 〒830-0022　久留米市城南町15-5　

久留米商工会館2F

佐賀県ユニセフ協会 0952-28-2077
0952-28-2077 月・火・木・金　10：00～15：00 〒840-0054　佐賀市水ヶ江4-2-2

熊本県ユニセフ協会 096-362-5757
096-362-5758 月・水・木・金　10：00～14：00 〒862-0949　熊本市中央区国府1丁目11-2

サンアイ水前寺ビル3Ｆ

宮崎県ユニセフ協会 0985-31-3808
0985-31-3808 月・火・木・金　11：00～16：00 〒880-0014　宮崎市鶴島2-9-6　

みやざきNPOハウス202号

鹿児島県ユニセフ協会 099-226-3492
099-226-3492

月～金　10：00～15：00、
水　10：00～12：00

〒892-0842　鹿児島市東千石町14-2　
メガネのヨネザワ５F

ユニセフ視聴覚ライブラリー
が利用できる機関と協定地域
組織のある場所
⃝：貸出機関
：協定地域組織

DVD・ビデオ 　　パネル

北海道

青森県

岩手県秋田県

山形県
宮城県

福島県新潟県

群馬県 栃木県

茨城県

千葉県

東京都

神奈川県

和歌山県

鹿児島県

埼玉県
長野県

山梨県

静岡県
愛知県

三重県

奈良県

富山県
石川県

福井県

兵庫県岡山県

香川県愛媛県

高知県 徳島県

鳥取県
島根県

山口県

福岡県
大分県

熊本県
宮崎県

佐賀県

長崎県

沖縄県

広島県 岐阜県
滋賀県

京都府

大阪府

●

●

●

●
●

●

●●
●

●

●

●

●

ユニセフ視聴覚ライブラリーは、以下の貸出機関および日本ユニセフ
協会の協定地域組織でご利用いただけます。
協定地域組織では、学習会、講演会、写真展、募金活動などを実施し、
学校への講師派遣も受け付けております。協定地域組織がない県で
も、地域によっては近隣の協定地域組織からの訪問が可能な場合が
ありますのでご相談ください。

※ DVD のみ

※ DVD のみ

29 ユニセフ視聴覚ライブラリーを利用したい
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川念 校

ユニセフ視聴覚ライブラリー　貸出機関
機 関 名 貸出アイテム 電話番号 受付日時 住　　所

東日本を中心に全国へ貸し出し

ユニセフライブラリー 03-5789-2014 9：00～17：00
㊡ 土・日・祝

〒343-0851　越谷市七左町4-301　
共同物流
ユニセフライブラリー係

原則、所在県府内対象に貸し出し（発送サービスあり）

（公財）岩手県国際交流協会 019-654-8900
9：00～20：00 
㊡ アイーナ休館日
12/29～1/3

〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通1-7-1　
いわて県民情報交流センター「ア
イーナ」５F　国際交流センター内

（公財）秋田県国際交流協会 018-893-5499
9：00～17：45
㊡ 第1, 2, 4, 5 土・日・祝、
第3土曜日の翌月曜日

〒010-0001　秋田市中通2-3-8　
アトリオン1F

（公財）栃木県国際交流協会 028-621-0777 9：00～17：00（火～土）
㊡ 月・日・祝

〒320-0033　宇都宮市本町9-14　
とちぎ国際交流センター内

（公財）静岡県国際交流協会 054-202-3411 8：30～17：15
㊡ 土・日・祝

〒422-8067　静岡市駿河区南町14-1　
水の森ビル2F

（公財）名古屋国際センター
　ライブラリー 052-581-0102

9：00～19：00 （火～日）
㊡ 月／2月・8月の第2日曜日
･12/29～1/3

〒450-0001　名古屋市中村区那古野1-47-1

（公財）豊田市国際交流協会 0565-33-5931
9：00～19：00（火～金）
9：00～17：00（土・日）
㊡ 月（豊田市とその周辺対象）

〒471-0034　豊田市小坂本町1-25　
豊田産業文化センター3F 

（公財）とやま国際センター 076-444-2500 9：00～17：45
㊡ 土・日・祝

〒930-0856　富山市牛島新町5番5号　
インテックビル4F

（公財）福井県国際交流協会 0776-28-8800
9：00～18：00（第2月・水・金・土・日）
9：00～20：00（火・木）
㊡ 第2以外の月・祝

〒910-0004　福井市宝永3-1-1

日本国際連合協会
京都本部事務局 075-211-3911

10：00～17：00
㊡ 土・日・祝
学校・団体・企業のみ貸し出し可

〒604-0862　京都市中京区烏丸通り夷川上ル
第7長谷ビル8F

熊本県教育庁義務教育課 096-333-2705
（ダイヤルイン）

10：00～17：00
㊡ 土・日・祝 〒862-8609　熊本市中央区水前寺6-18-1

（公財）鹿児島県国際交流協会 099-221-6620 9：00～17：00
㊡ 月（祝日の場合火）

〒892-0816　鹿児島市山下町14-50
かごしま県民交流センター1F

※ DVD のみ

※ DVD のみ

※ DVD のみ

※ DVD のみ

機 関 名 貸出アイテム 電話番号 受付日時 住　　所

沖縄県視聴覚ライブラリー
※ DVD のみ

098-864-0474 8：30～17：15
㊡ 土・日・祝

〒900-0029　 那覇市旭町116-37（沖縄県南部合同庁舎
4F）　沖縄県教育庁生涯学習振興課生涯
学習推進センター

訪問して利用することができます（発送サービスなし）

神奈川県立地球市民かながわ
プラザ　情報フォーラム 045-896-2977

9：00～20：00（火～金）
9：00～17：00（土日祝） 
㊡ 月（祝日の場合開館）
県内在住・在勤・在学の方対象

〒247-0007　横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 2F

（公財）大阪国際交流センター 06-6773-8989
平日　9：00～19：00
土・日・祝　9：00～17：30
㊡ 12/29～1/3・臨時休館日

〒543-0001　大阪市天王寺区上本町8-2-6

協定地域組織
名　　称 貸出アイテム 電話番号

FAX 番号 受付日時 住　　所

北海道ユニセフ協会 011-671-5717
011-671-5758 月・火・木・金　10：00～16：00 〒063-8501　札幌市西区発寒11条5-10-1

コープさっぽろ本部2F

岩手県ユニセフ協会 019-687-4460
019-687-4491 月～金　10：00～15：00 〒020-0690　岩手県滝沢市土沢220-3

いわて生協本部２F

宮城県ユニセフ協会 022-218-5358
022-218-3663 月～金　10：00～16：00 〒981-3194　仙台市泉区八乙女4-2-2　

みやぎ生協A棟３階

福島県ユニセフ協会 024-522-5566
024-522-2295 月～金　10：00～16：00 〒960-8105　福島市仲間町4-8　

ラコパふくしま４F

茨城県ユニセフ協会 029-224-3020
029-224-1842 月～金　10：00～16：00 〒310-0022　水戸市梅香1-5-5　

茨城県JA会館分館5F　

埼玉県ユニセフ協会 048-823-3932
048-823-3978 月～金　10：30～16：30 〒336-0018　さいたま市南区南本町2-10-10

コープみらい コーププラザ浦和１F

千葉県ユニセフ協会 043-226-3171
043-226-3172 月～金　10：00～16：00 〒264-0029　千葉市若葉区桜木北2-26-30

コープみらい 千葉エリア桜木事務所 本館

神奈川県ユニセフ協会 045-334-8950
045-334-8951

月・水・金 ※祝日除く
10：00～17：00

〒231-0063　横浜市中区花咲町2-57 
ミシナビル201

岐阜県ユニセフ協会 058-379-1781
058-379-1782 月・火・木・金　10：00～16：00 〒509-0197　各務原市鵜沼各務原町1-4-1　

生活協同組合コープぎふ1Ｆ

石川県ユニセフ協会 076-255-7997
076-255-7185 月・火・水・金　10：00～15：00 〒920-0362　金沢市古府2-189 

コープいしかわ古府センター２F

三重県ユニセフ協会 059-273-5722
059-273-5758 月・水・金　10：00～1７：00 〒514-0009　津市羽所町３７９番地

コープみえ本部ビル1F

奈良県ユニセフ協会 0742-25-3005
0742-25-3008 月～木　11：00～16：00 〒630-8253　奈良市内侍原町6番地の1　

奈良県林業会館2F

大阪ユニセフ協会 06-6645-5123
06-6645-5124 火～土　11：00～16：00 〒556-0017　大阪市浪速区湊町1-4-1　

OCATビル２F

京都綾部ユニセフ協会 0773-40-2322
0773-45-4090 月～木　10：00～15：00 〒623-0021　綾部市本町2-14　

あやべハートセンター内

兵庫県ユニセフ協会 078-435-1605
078-451-9830 月～金　10：00～16：00 〒658-0081　神戸市東灘区田中町5-3-18 

コープこうべ生活文化センター4F

鳥取県ユニセフ協会 0858-71-0970
0858-71-0970

月・火・金　10：00～16：00、
水　10：00～12：00

〒680-1202　鳥取市河原町布袋597-1
鳥取県生協内

岡山ユニセフ協会※ 086-227-1889
086-227-1889 月・火・木・金　10：00～15：00 〒700-0823　岡山市北区丸の内1-14-12　

小野アルミビル2Ｆ

広島県ユニセフ協会 082-231-8855
082-231-8855 月～金　10：00～16：00 〒730-0802　広島市中区本川町2-6-11　

第7ウエノヤビル5F

山口県ユニセフ協会 083-902-2266
083-928-5416 月～金　10：00～16：00 〒753-0083　山口市後河原210番地

香川県ユニセフ協会 087-813-0772
087-813-0772

月・火・金　10：00～16：00、
水　14：00～18：00

〒760-0023　高松市寿町1-4-3
高松中央通りビル３F

愛媛県ユニセフ協会 089-931-5369
089-931-5369 月～金　10：00～16：00 〒790-0003　松山市三番町5-13-10

リパッブビル201号

久留米ユニセフ協会 0942-37-7121
0942-37-7139 月・水・金　9：00～16：00 〒830-0022　久留米市城南町15-5　

久留米商工会館2F

佐賀県ユニセフ協会 0952-28-2077
0952-28-2077 月・火・木・金　10：00～15：00 〒840-0054　佐賀市水ヶ江4-2-2

熊本県ユニセフ協会 096-362-5757
096-362-5758 月・水・木・金　10：00～14：00 〒862-0949　熊本市中央区国府1丁目11-2

サンアイ水前寺ビル3Ｆ

宮崎県ユニセフ協会 0985-31-3808
0985-31-3808 月・火・木・金　11：00～16：00 〒880-0014　宮崎市鶴島2-9-6　

みやざきNPOハウス202号

鹿児島県ユニセフ協会 099-226-3492
099-226-3492

月～金　10：00～15：00、
水　10：00～12：00

〒892-0842　鹿児島市東千石町14-2　
メガネのヨネザワ５F

DVD・ビデオ 　　パネル 　　水がめ　　 地雷レプリカ　　 蚊帳

DVD・ビデオ 　　パネル

新型コロナウイルス感染症の感染状況、政府・自治体からの要請等によって、受付日時を変更することがあります。また年末年始等、別途お休みが入ることがあります。
※貸出書籍もあり。貸出希望の方はお問い合わせください。

30


