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豊前市立図書館 

 



施設の概要 

住所 福岡県豊前市大字八屋 1852 番地の１ 

敷地面積 1482.72 ㎡ 

本館床面積 423.6 ㎡ 

他の施設 閉架書庫２棟、BM 車庫、作業棟 

開館年月日 平成 3 年 5 月 15 日 

施設の設置者 豊前市教育委員会 

施設の管理・運営者 NPO 法人プロジェクトボダイ 

  

館長 尾座本雅光 

職員 常勤職員４名（うち専任司書３名）、非常勤職員４名 

  

サービス内容 

<<本館>> 

開館時間 午前 10 時～午後 6 時 

休館日 
毎週火曜日、月末館内整理日、祝祭日、年末年始、特別

館内整理期間（11 月、2 週間）、特に館長が定める場合 

貸出要件 
貸出登録者（市内在住、在勤、在学者、京築広域圏居住

者）、団体貸出登録団体 

貸出条件 

書籍、雑誌、AV 資料で総じて 10 点まで（内、AV 資料は 5

点まで）新着 AV 資料は 1 点 団体は 50 点まで、雑誌最

新号、禁帯出資料、参考資料を除く 

貸出期限 2 週間（新着 AV 資料は 1 週間）、団体は 3 ヶ月 

<<移動図書館車>> 

巡回曜日、サイクル 
毎週水、木、金曜日、2 週に 1 回、巡回予定表に従って巡

回 

貸出要件 
本館個人要件と同じ（ステーション敷地利用については

施設管理者が許可する者） 

貸出条件 本館条件と同じ 

貸出期限 次回巡回日 

  

利用の制限 豊前市図書館条例の規定による 



 

NDCNDCNDCNDC 分類別（分類別（分類別（分類別（2009200920092009 年年年年 3333 月月月月 31313131 日）蔵書統計日）蔵書統計日）蔵書統計日）蔵書統計     受払年報受払年報受払年報受払年報    

  一般 児童 計    一般 児童 
AV 資

料 
計 

未分類 42 8 50  前年度 47732 25652 3155 76539 

0 類 1595 348 1943  受入 3148 1177 139 4464 

1 類 3052 244 3296  払出 271 172 17 460 

2 類 6063 806 6869  年度末 50609 26657 3277 80543 

3 類 5962 1084 7046       

4 類 2656 2238 4894  ２０年度基礎統計２０年度基礎統計２０年度基礎統計２０年度基礎統計     

5 類 3382 698 4080  登録者数 16037  

6 類 1438 418 1856  貸し出し数 156165  

7 類 4226 1175 5401  団体貸し出し登録数 38  

8 類 689 273 962  予約件数 1151  

9 類 20925 8320 29245  相互貸借・借受 69  

E 類 12 9939 9951  相互貸借・貸出 19  

P 類 0 1045 1045  参考業務件数 28  

L 類 149 0 149  BM ステーション数 34  

R 類 21 0 21  年間開館日数 ２９１  

C 類 122 1 123       

Z 類 275 60 335       

計 50609 26657 77266       

          

雑誌   284       

AV 資料   3277       

※システムトラブルのため、公表データと相

違しています。 
      

 

 



 
図書館の沿革  

  

平成2年12月 豊前市立図書館条例可決 

平成3年2月1日 図書館開設準備室を旧検察庁庁舎に置く 

4月20日 図書館条例施行規則施行 

5月15日 図書館開館 

6月1日 図書貸出券のコンピュータ処理開始 

平成4年5月 しゃくなげ文庫図書貸出開始 

平成6年10月 移動図書館車「走れ！ブックン」(愛称：7月16日決定）発車式 

平成7年4月 図書貸出枠拡大(一人一回あたり5冊） 

平成9年8月 県立図書館とのネットワークシステム(FLネット）導入 

平成10年9月 児童図書団体貸出の実施 対象：小・中学校・保育所等 

 (豊前市立図書館児童図書団体貸出規定による） 

12月 公民館へ一般図書団体貸出開始 

平成11年6月 豊前市立図書館マスタープランの策定 

11月 閉架書庫設置 

平成13年3月 開館10周年 

平成14年4月 ブックスタート開始、県北東部地方拠点都市広域利用圏参加 

 貸出冊数上限の変更 

平成17年4月 「豊前市子ども読書推進計画」策定 

平成20年4月 指定管理者制度へ移行（指定管理者NPO法人プロジェクト・ボダイ） 

 尾座本雅光 館長に就任 

  

 

 



 
    

    

    

    

    

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要    

平成２０年４月より、指定管理者として本図書館の管理および運営を開始し

ました。年度当初より、平成２２年春に予定されている新図書館への移転を視

野に、資料の再組織化に着手し、年度を通じ、請求記号に基づいた配架の徹底、

絵本の組織化作業などを行いました。また、事業計画に従った館内環境の整備

についても書架の再配置および閲覧スペースの確保など所要の作業を行ってき

ました。所蔵限界を超えた資料については福岡県土木事務所地下倉庫を借用、

移転し、本館および既設の書庫の軽量化を図りました。これらの作業は年度を

通じて実施し、移転へ向けての初期の体制を作り上げていきました。 

新規資料については、前年度を踏襲しながら、資料再組織化の過程で判明し

た充足すべき分野の資料の収集に努めました。また、雑誌のシステム管理、各

紙京築面の保存などの新規業務も開始しました。年度途中９月にはシステムエ

ラー（LANケーブル断線）が発生し、データの破損がおこりましたが、利用者

へご不便をかけることがなかったことが幸いでした。 

年度途中に結成された図書館ボランティア組織「大きなかぶ」の皆さんには、

蔵書点検で大変なご尽力をいただいたことを特に付記させていただきます。 

(写真は児童室) 

 



雑誌・新聞一覧雑誌・新聞一覧雑誌・新聞一覧雑誌・新聞一覧    

   

藍 くろつち短歌会 月刊 

ＡＥＲＡ 朝日新聞社 週刊 

アスキー・ドットＰＣ（アスキー・ドット・ピーシー）              アスキー 月刊 

wｉｔｈ 講談社 月刊 

美しいキモノ アシェット婦人画報社 季刊 

ＥＳＳＥ フジテレビジョン 月刊 

ｅｄｕ（エデュー） 小学館 月刊 

おしゃれ工房（ＮＨＫテレビ放送テキスト） 日本放送出版協会(ＮＨＫ出版) 月刊 

おひさま 小学館 月刊 

月刊おりがみ 日本折紙協会 月刊 

オレンジページ オレンジページ 
月２回

刊 

家庭画報 世界文化社 月刊 

牙 牙短歌会 月刊 

福岡ウォーカー 角川クロスメディア 隔週刊 

九州大人のウォーカー 角川クロスメディア 隔月刊 

九州ﾌｧﾐﾘｰｳｫｰｶｰ 角川クロスメディア 季刊 

きょうの健康（ＮＨＫテレビ放送テキスト） 日本放送出版協会(NHK 出版） 月刊 

きょうの料理（ＮＨＫテレビ放送テキスト） 日本放送出版協会(NHK 出版）   月刊 

ＧｏｏｄｓＰｒｅｓｓ 徳間書店 月刊 

暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊 

クロワッサン マガジンハウス 
月２回

刊 

毛糸だま 日本ヴォーグ社 季刊 

子づれ （ＤＥ） ＣＨＡ・ＣＨＡ・ＣＨＡ             フラウ 隔月刊 

こどものとも 福音館書店 月刊 

こどものとも０・１・２ 福音館書店 月刊 

こどものとも年少版 福音館書店 月刊 

こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 

この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊 

ＣＯＢＡＬＴ 集英社 隔月刊 



サライ 小学館 
月２回

刊 

ＣＤジャーナル 音楽出版社 月刊 

ＣＤでーた 角川マガジンズ 月刊 

週刊新潮 新潮社 週刊 

趣味の園芸（ＮＨＫテレビ放送テキスト） 日本放送出版協会(NHK 出版協会) 月刊 

小説現代 講談社 月刊 

小説新潮 新潮社 月刊 

月刊新聞ダイジェスト 新聞ダイジェスト社 月刊 

すてきな奥さん 主婦と生活社 月刊 

Ｓｐｏｒｔｓ Ｇｒａｐｈｉｃ Ｎｕｍｂｅｒ 文藝春秋 隔週刊 

ｓｍａｒｔ 宝島社 月刊 

たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 

たまごクラブ ベネッセ・コーポレーション 月刊 

たまひよこっこクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 

地脈 地脈の会（豊前） 季刊 

中央公論 中央公論新社 月刊 

チルチンびと 風土社 隔月刊 

Ｄｏｍａｎｉ 小学館 月刊 

ｎｉｃｏｌａ 新潮社 月刊 

ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 
月２回

刊 

パッチワーク倶楽部 パッチワーク通信社 隔月刊 

花時間 角川マガジンズ 月刊 

ＢＩＳＥＳ ベネッセコーポレーション 隔月刊 

ピチレモン 学習研究室 月刊 

プロ野球ａｉ 日刊スポーツ出版社 隔月刊 

文藝春秋 文藝春秋 月刊 

月刊ポプラディア ポプラ社 月刊 

マネープラス 角川ＳＳコミュニケーションズ 月刊 

Ｍｙｏｊｏ 集英社 月刊 

ＭＯＲＥ（モア） 集英社 月刊 

耶馬台 耶馬台発行所（中津市） 季刊 



ＹＯＭＩＵＲＩ ＰＣ 読売新聞東京本社 月刊 

歴史群像 学習研究社 隔月刊 

レタスクラブ 角川ＳＳコミュニケーションズ 
月２回

刊 

ＲＯＡＤＳＨＯＷ 集英社 月刊 

私のカントリー 主婦と生活社 季刊 

オール読み物 文藝春秋社 月刊 

鉄道ファン 交友社 月刊 

婦人公論 中央公論新社 隔週刊 

あるじゃん リクルート. 月刊 

読売新聞 読売新聞社 日刊 

毎日新聞 毎日新聞社 日刊 

西日本新聞 西日本新聞社 日刊 

日刊スポーツ 日刊スポーツ新聞社 日刊 

日本経済新聞 日本経済新聞社 日刊 

朝日新聞 朝日新聞社 日刊 

 


