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は じ め に 

 

 指定管理者による運営が３期目に入った平成２５年度は、アドバイザー制度を設けると

ともに、職員の資質向上・利用者サービスの向上のための職員研修を充実させ、市民に愛

される図書館づくりを目指してきた。 

ここに、今年度の目標として掲げた項目について成果と課題を記し、あゆみの序とした

い。 

 

（１）資料の充実 

豊前市立図書館資料選定基準に基づき、利用者及び住民の要望、社会の要請に応える

資料の購入のほか、寄贈・未登録本の登録等により４，９５０冊の資料増加となった。

資料費に限りがある中、特に郷土や行政関係資料の提供を呼び掛けていく必要がある。 

（２）情報サービスの向上 

利用者の求めに応じた資料の提供・紹介及び情報の提示等を行うために、接遇やレフ

ァレンスサービスの研修を月末の館内整理日を活用して行った。 

 また、広報活動を強化し、従来からの市報、ホームページ、「図書館だより」、「ブッ

クンだより」に加えて、「今月の図書館」「新刊児童書案内」等を関係機関に配布すると

ともに、図書館施設入口のほか、市役所・宇島駅・総合福祉センターに新たに掲示スペ

ースを設けた。 

 広報体制は整ってきたが、ホームページの更新を頻繁に行うとともに、内容を整備し

ていくことが求められている。 

（３）子どもの読書活動推進 

移動図書館車「はしれ！ブックン号」の活動の場を広げるために、秋から和光保育

園や八屋小学校への運行をはじめた。 

また、８月２１、２２日の２日間、京築教育事務所主催の小学生読書リーダー養成講

座を当館で実施した。豊前市・上毛町・吉富町の小学生９０名が参加し、その成果の一

部を作品として図書館に１か月間展示した。また、当館も会場を提供するだけでなく、

職員が講師として参加し、学校関係者や地域の読書ボランティアとの連携も深まった。 

平成２６年度子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けるこ

とになった。 

（４）学習機会の提供 

講師選定に時間がかかり、いずれも秋以降の開催となったが、「子どもたちに伝えた

い故郷講座」、「趣味と教養の歴史講座」などの郷土に関するものほか、「折り紙講座」

や県立図書館から講師をお招きした「読みきかせ講座」等ボランティア育成につながる

講座の開催も実現した。 

さらに、多様なニーズに応えられる講座編成が必要である。 
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１ 図書館のあゆみ 

   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別館に置く         

      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」発車式           

平成 ７年 ４月 １日 図書貸出枠拡大（一人１回あたり５冊）            

平成 ９年 ８月２２日 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    公民館への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周年記念マークの決定               

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（一人 1回あたり１０冊）        

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）        

            県総合庁舎地階に移転用倉庫借用              

平成２１年 ７月    新システム（ＭＥＬＩＬ／ＣＳ）導入決定          

      ９月    移転準備正式に開始                    

            ＴＲＣＭＡＲＣ採用決定                  

平成２２年 ３月    新図書館への移転のため閉館                

            新図書館竣工                       

            資料、備品搬出入および配架等実施             

      ４月 ３日 新図書館開館                       

            新システム（ＭＥＬＩＬ/ＣＳ）稼動開始           

            ＨＰリニューアル新ＵＲＬへ移行              

平成２３年１２月    祝祭日開館開始                      

平成２４年 ４月    「豊前市立図書館マスタープラン」改定、施行        

                        新移動図書館車運行開始                  

平成２５年 ４月    「子ども読書推進計画」改定                
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２ 図書館案内 

   施 設 の 概施 設 の 概施 設 の 概施 設 の 概 要要要要施設の概要 

所在地 福岡県豊前市大字八屋 1776 番地 2 

施設規模 延床面積 1982. 57 ㎡ 

施設構造 鉄筋コンクリート造 ３階建 

開館年月日 平成 3年 5月 15 日 

所管部署 豊前市教育委員会 生涯学習課 

施設の管理・運営者 NPO 法人プロジェクト・ボダイ 

館長 亀田陽一 

職員 常勤職員５名（うち司書 4 名）、非常勤職員 6名（司書 1名） 

  

さサービス内容さ       笹笹笹笹サービス内サービス内サービス内サービス内容容容容 

<<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、年末年始、特別館内整理期間 

（11 月、10 日間）、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、中津市在住、京築広域圏

在住者）、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 本館条件と同じ 

利用の制限 

豊前市図書館条例の規定による 
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３ 基礎的数値の推移 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 備 考 

 蔵書数 89,741 96,394 101,344  視聴覚資料、雑誌は除く 

 年間除籍数 211 138 101  雑誌は除く 

 年間受入数 7,464 6,934 4,999  雑誌は除く 

 （うち購入数）      6,190 3,820 4,193  

 年間受入雑誌タイトル数 71 種 72 種 70 種  購入分のみ 

 年間受入新聞タイトル数 6 種 6 種 6 種  購入分のみ 

 貸出人数 31,363 31,466 33,860   

 （うち市内貸出人数） 27,288 27,425 28,949  

 登録者数 17,540 18,189 18,630   

 （うち市内登録者数） 16,069 16,533 17,051   

 有効登録者数 3,720 3,846 3,965  実際の利用者 

 貸出数 138,747 138,823 144,276   

 （うち市内貸出数） 97,326 95,552 99,039   

 （うち BM 貸出数） 15,330 16,152 17,204   

 市民登録率 58.40% 60.15% 63.07%   

 市民一人当たり貸出数 5.04 5.04 5.34   

 市民一人当たり蔵書数 3.26 3.5 3.75   

 BM ステーション数 35 35 39   

 年間予約件数 1,385 1,299 1,630   

 他館相互貸借数 借受 440 429 451   

 他館相互貸借数 貸出 345 369 317   

 館内配布広報誌   12 回 12 回 12 回  図書館だより 

 ＢＭ用広報誌   12 回 12 回 12 回  ブックンだより 

 開館日数 281 日 281 日 288 日   

 豊前市人口（年度末） 27,506 人 27,537 人 27,033 人   
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４ 蔵書構成・比率 

  一般 比率 児童 比率 ＡＶ資料 雑誌 

0 総記 2,455 3.6% 415 1.3%     

1 哲学 4,161 6.0% 342 1.1%     

2 歴史 8,290 12.0% 1,129 3.5%     

3 社会科学 8,289 12.0% 1,397 4.3%     

4 自然科学  3,799 5.5% 2,931 9.0%     

5 技術・工業  4,391 6.4% 1,032 3.2%     

6 産業 2,028 2.9% 600 1.8%     

7 芸術・美術 6,227 9.0% 1,555 4.8%     

8 言語 979 1.4% 366 1.1%     

9 文学 28,216 41.0% 10,201 31.4%     

絵本・紙芝居   12,541 38.6%     

計 68,835 100.0% 32,509 100.0%   4,123   1,604 

合計 107,071 

       

５ 貸出構成・比率      

  一般 比率 児童 比率 ＡＶ資料 雑誌 

0 総記 577 1.1% 289 0.4%   

1 哲学 1,738 3.5% 866 1.1%   

2 歴史 2,742 5.5% 2,020 2.8%   

3 社会科学 2,887 5.7% 1,733 2.3%   

4 自然科学  2,165 4.3% 8,079 10.6%   

5 技術・工業  6,782 13.6% 3,174 4.3%   

6 産業 1,877 3.7% 1,301 1.8%   

7 芸術・美術 5,627 11.2% 4,761 6.4%   

8 言語 432 0.8% 856 0.2%   

9 文学 25,394 50.6% 23,808 31.5%   

絵本・紙芝居   29,002 38.6%   

計 50,221 100.0% 75,889 100.0%   9,942   8,224 

合計 144,276 
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６ 雑誌一覧 

 雑誌名  雑誌名  雑誌名 

 アエラ  新聞ダイジェスト別冊号  メンズノンノ 

 ウィズ  将棋世界  モア 

 美しいキモノ  スマート  やさいの時間 

 エッセ  すてきな奥さん  レオン 

 エデュー  すてきにハンドメイド  レタスクラブ 

 オレンジページ  ダ・ヴィンチ  私のカントリー 

 おりがみ  たまごクラブ  ワッツイン 

 おひさま  中央公論   

 オール読物  チルチンびと  児童児童児童児童    

 家庭画報  釣りファン  たくさんのふしぎ 

 カートップ  鉄道ファン  こどものとも 

 きょうの料理  ドマーニ  こどものとも ０１２ 

 きょうの料理ビギナーズ  ナンバー  こどものとも 年少版 

 きょうの健康  日経マネー  こどものとも 年中向き 

 九州じゃらん  日経トレンディー   

 暮らしの手帖  ノンノ  寄贈寄贈寄贈寄贈    

 別冊暮らしの手帖  パッチワーク倶楽部  ゴルフダイジェスト 

 クロワッサン  花時間  健康３６５ 

 クロワッサンプレミアム  ピチレモン  季刊 銀花 

 現代農業  ビズ  薬のチェックは 

 月刊ホークス  ひよこクラブ      命のチェック 

 この本よんで！  福岡ウォーカー  ＭＡＭＯＲ 

 碁ワールド  婦人公論  フィッシングカフェ 

 サンキュ  文藝春秋   

 サライ  文藝春秋スペシャル   

 週刊新潮  別冊文藝春秋   

 趣味の園芸  臨時増刊号文藝春秋   

 小説現代  明星   

 小説新潮  ミセス   
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７ BM 関連資料                                         

（1）学校団体貸出 

月１回各学年学級４０冊を配送 

三毛門小学校 黒土小学校 横武小学校 

合岩小学校 角田小学校 山田小学校 

宇島小学校 八屋小学校 角田中学校 

  

（2）公民館団体貸出 

３ヶ月に１回各館１５０冊程度を配送 

黒土公民館 横武コミュニティセンター  

合河公民館 角田公民館   

  

（3）ＢＭステーション一覧 

月２回訪問 

幼稚園･保育園幼稚園･保育園幼稚園･保育園幼稚園･保育園    

清和保育園 清高保育園 宇島保育園 

さくら乳幼児園 りとるぱんぷきんず ちづか保育園 

みのり保育園 ほほえみ保育園 松若保育園 

和光保育園   

  

小学校・中学校小学校・中学校小学校・中学校小学校・中学校    

合岩小学校 山田小学校 宇島小学校 

三毛門小学校 千束小学校 横武小学校 

黒土小学校 角田小学校 大村小学校 

八屋小学校 角田中学校 合岩中学校 

   

施設等施設等施設等施設等      

豊前アニマノ ケアハウスさくら なごみ園 

総合福祉センター 亀保の里 大川病院 

望海荘 あごら 向陽荘 

恵光園 ホームおこしかけ  

   

地区ステーション地区ステーション地区ステーション地区ステーション     

三毛門地区 横武コミュニティーセンター 挟間地区 

合河地区 鬼木地区 四郎丸団地 

 

 

 

 



- 8- 

８ 年間行事・事業 

○情報提供（毎月 年 12 回） 

    市報 

    ＨＰ（毎月更新） 

    ブックンだより（保・小学校のステーション・総合福祉センター） 

    図書館だより（一般・各ステーション・2 学期より保・小学校のステーション 

総合福祉センター） 

    児童書新刊案内（小学校・小学校読書ボランティア） 

    今月の催し物（市役所・総合福祉センター・文化施設入り口掲示板・宇島駅） 

    今月のおはなし会（文化施設入り口掲示板）   

 

○ブックスタート事業（毎月第 1 火曜日 年 12 回 199 人／年間） 

    4 ヶ月検診時に絵本や図書館の紹介をするとともに、コットンバック・絵本 2 冊・ 

スタイニー1 枚をプレゼント 

 

○図書館講座 

 子どもたちに伝えたい故郷講座（全 8 回） 

趣味と教養講座「歴史」（全 10 回） 

 折り紙講座（全 6 回） 夏休み工作講座（全 5 回） 

 読み聞かせ講座（全２回） 

 

○おはなし会 

 毎週土曜日 11 時から（こども 155 人・おとな 104 人／年間） 

 第 1 土曜日 館員による「おはなしぴよぴよ」（ちいさなお子さん対象）（9 回） 

 第 2 土曜日 館員による「日本のおはなし 世界のおはなし」（9 回） 

    第 3 土曜日 館員による「かみしばいのへや」（9 回） 

    第 4 土曜日 「おはなしのへや」（図書ボランティア「おおきなかぶ」のみなさんに

よる遊びながらのおはなし会）（11 回） 

○子どもの読書週間（4 月 23 日～5 月 12 日） 

 こどもの日にミニかぶとと鯉のぼりのシオリをプレゼント 

 

○読書感想画展示（5 月 11 日～5 月 26 日） 

 市内の幼・保・小学校 373 枚展示 

かいけつゾロリの 1 巻から 48 巻までのカバー展示 

 

○図書館まつり 5 月 19 日（日） 

 風船・アートバルーンプレゼント スーパーボールすくい リユース  

    ブックン展示公開 折り紙コーナー 点字・デイジー図書体験 

    過去の課題・指定図書展示 食育関連本展示貸出 

    よみきかせ・手遊び・しおり作り 語り・読み聞かせ 
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○秋の読書週間（10 月 27 日～11 月 9 日） 

    小学生 1 日図書館員 

    おおきなかぶのおはなし会 ブックン展示公開 リユース 職員のおはなし会 

 

○インターンシップ、職場体験受け入れ 

    築上西高等学校 2 年生 4 名（7/24～7/26） 

    青豊高等学校 1 年生 1 名（10/25） 

    千束中学校 2 年生 2 名（10/24、10/25） 

    八屋中学校 2 年生 2 名（11/13、11/24） 

    角田中学校 2 年生 2 名（11/20、11/21） 

 

○図書館見学受け入れ 

 八屋小学校 3 年生 29 人（7/10） 

    宇島小学校 2 年生 36 人（9/20） 合岩小学校 3 年生 7 人（9/26） 

    横武小学校 3 年生 7 人（10/3） 

 

○研修 

    館内職員研修（6 回） 

    県立研修（5 回） 

     福岡県公共図書館等協議会館長等研修（6/14） 

     新任館長研修（9/3～9/6） 

     全国図書館大会福岡大会（11/21～11/22） 

     （福岡県公共図書館等協議会第 1 回職員研修を兼ねる） 

     「福岡県図書館情報ネットワーク」の変更に伴う操作研修（1/15） 

     福岡県公共図書館等協議会第２回職員研修（2/24） 

 地区研修（4 回） 

     京築地区ボランティア交流会（7/11） 

     筑豊地区ボランティア学習会（7/27） 

     京築地区ボランティア学習会（10/16） 

     京築地区公共図書館等協議会研修会（1/23） 

     福岡地区公共図書館等協議会研修会（2/21） 

 図書館訪問 

     久山町民図書館  豊後高田市図書館  宇佐市民図書館 

 

○レファレンス報告及び研修（11 回） 

 

○防災訓練（2 回） 

 

○利用者アンケート実施（1 回） 
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９ 年間企画・展示 

  フロアー １階ミニ企画 郷土コーナー ２階特設 

４月   絵本にふれてみよう     

５月   
食育（からだにいいもの 

な あ に） 
    

６月   黒井 健 の世界     

７月 土の子（陶芸作品展） 
課題・指定図書 

平和学習 
    

８月 
読書リーダー養成講座 

    発表作品展 

課題・指定図書 

平和学習 
    

９月 宇島保育園の作品展 特集 内田 麟太郎 
ラフカディオ ・ハーン 

宇都宮氏と黒田氏 
  

１０月 

清高保育園の作品展 

きになる木 

（みなさんのおススメ本） 

秋 
ラフカディオ・ハーン 

遷宮 

追悼：山崎 豊子 

追悼：やなせ たかし 

１１月 

りとるぱんぷきんずの作品展 

豊前感応楽奉納写真展 

きになる木（秋） 

  （みなさんのおススメ本） 

読み聞かせにふさわしい絵本 

２０才を過ぎた絵本 

郷土の人物 

（ふるさと豊前・人物

再発見） 

黒田 官兵衛 

１２月 

清和保育園の作品展 

豊前感応楽奉納写真展 

きになる木（クリスマス） 

  （みなさんのおススメ本） 

クリスマス 

郷土の人物 

（ふるさと豊前・人物

再発見） 

黒田 官兵衛 

新しい年を迎えるために 

１月 

宇島乳児保育園の作品展 

平成２５年人気のあった本

（ベスト１０） 

きになる木（お正月） 

  （みなさんのおススメ本） 

和 
求菩提 

蔵春園 

黒田 官兵衛 

確定申告 

全国のベストセラー 

当館のベストリーダー 

２月 

ちづか保育園の作品展 

平成２５年人気のあった本 

（ベスト１０） 

きになる木（雪） 

   （職員おススメ最新本） 

かまくら 

温 

求菩提 

蔵春園 

豊前 宇都宮氏 

黒田 官兵衛 

忘れないで ３･１１ 

追悼：小林 カツ代 

がんばって！ケンタロウさん 

全国のベストセラー 

当館のベストリーダー 
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３月 

ほほえみ保育園の作品展 

追悼：まど・みちお 

きになる木（桜） 

（今月のおススメ最新本） 

入園・入学おめでとう 

長野ヒデ子・中川ひろたか

の絵本 

縁 

求菩提 

蔵春園 

豊前 宇都宮氏 

黒田 官兵衛 

忘れないで ３･１１ 

新生活応援の本 

SNS ってなんだろう？ 

 

 

 

        １階ホール展示１階ホール展示１階ホール展示１階ホール展示    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           おはなしぴよぴよ 
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豊前市立図書館へのアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ宇島駅 

〒 

 

 豊前郵便局 
セブンイレブン 

豊前市役所 

 
ドラッグス

トア モリ 

ナ

フ

コ 

ダイソー 

豊築メディカルセンター 

豊前市立図書館 

多目的文化センター 

東八幡町交差点 

県道１１３号 

八屋中学校 

埋蔵文化財センター 

ふれあい 

市場 

 

マルショク 

    

あゆみあゆみあゆみあゆみ    平成平成平成平成２５２５２５２５年度豊前市立図書館年報年度豊前市立図書館年報年度豊前市立図書館年報年度豊前市立図書館年報    

平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年６６６６月作成月作成月作成月作成    

豊前市立図書館豊前市立図書館豊前市立図書館豊前市立図書館    

〒828-0021 福岡県豊前市大字八屋 1776 番地 2   電話 0979-82-6500 

FAX  0979-82-1007 

E-mail librarybuzen＠piano.ocn.ne.jp 


