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は じ め に 

 

  平成２６年度は、うれしいニュースから始まりました。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いただく栄に浴したのです。改めまして、市民の皆様は

じめ、関係各位のお力添えの賜物であると感謝し、お礼申し上げる次第であります。 

  また、これを機に、図書館をさらに発展させるべく職員研修を充実させ、利用者の皆

様のご期待に添えるような図書館づくりを目指してきました。お陰様で、貸出人数、貸

出冊数ともに順調に伸びており、いくばくかは成果が表れていると感じています。 

 また、福祉施設からの定期的な来館が増え、社会教育施設としての図書館の役割も考

えていく契機になればと思っています。 

  ここでは、年度の目標として掲げた項目の成果と課題のあらましを記すことにより、

更なる改善を目指す豊前市立図書館のあゆみ（年報）序にかえたいと思います。 

 

（１）資料の充実 

前年度に引き続き、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を進めた。また、広報活動を行い、郷土関係を中心に

寄贈をいただき、成果として５，８４７冊の資料の増加となった。 

さらに、行政関係資料を確実に収集できる体制を整備していく必要がある。 

（２）情報サービスの向上 

前年度にも増して広報活動を強化し、使いやすい図書館への改善に努めた結果、レ

ファレンス対応も向上してきた。また、パーソナルスペースの活用を図り、高齢者や

障がい者への配慮を行った。 

デジタル情報社会の中の図書館のあり方を踏まえ、ソフト・ハード面ともにその対

応を早急に進めていかなければならない。 

（３）子どもの読書活動推進 

子どもたちに図書館に足を運んでもらうための環境整備として、昨年に引き続き、

市内保育園・幼稚園の作品展示を実施した。また参加型パネル展示「みんなでつくろ

う壁面飾り」は幼児を中心に好評を博した。また、小学生読書リーダー養成講座は市

の行事として、教育委員会の指導のもと、読書ボランティアと連携して実施された。 

今後とも「子どもの読書推進計画」に基づき、子どもの読書活動推進のために図書

館としての役割を十分に果たしていきたい。 

（４）学習機会の提供 

「故郷講座」は好評で、今年度は 4 月から開催できた。「趣味と教養の歴史講座」は

講師の都合により９月からの開催となったが、引き続き好評であった。また、福祉施

設のみなさんも参加できる「ものづくり講座」が新設された。県立図書館から講師を

お招きして「おはなし会の進め方」講座等、ボランティア育成につながる講座が開催

できた。 

各講座ともに定着してきたので、今後は内容の充実を図っていきたい。 

 

 



- 2- 

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    「豊前市子ども読書推進計画」改定             

平成２６年 ４月     文部科学大臣表彰                    
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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（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（祝日の場合は次の平日） 

月末館内整理日（土日の場合は次の平日） 

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 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 備 考 

 蔵書数 96,394 101,344 106,848  視聴覚資料、雑誌は除く 

 年間除籍数 138 101 266  雑誌は除く 

 年間受入数 6,934 4,999 5,847  雑誌は除く 

 （うち購入数）      3,820 4,193 4,457  

 年間受入雑誌タイトル数 72 種 70 種 72 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 31,466 33,860 34,822   

 （うち市内貸出人数） 27,425 28,949 29,683  

 登録者数 18,189 18,630 19,411   

 （うち市内登録者数） 16,533 17,051 17,498   

 有効登録者数 3,846 3,965 3,835  実際の利用者 

 貸出数 138,823 144,276 153,584   

 （うち市内個人貸出数） 97,550 101,260 104,798   

 （うち市外個人貸出数） 10,552 10,650 12,585   

 市民登録率 60.15% 63.07% 65.24％   

 市民一人当たり貸出数 3.93 4.14 4.38   

 市民一人当たり蔵書数 3.50 3.75 3.98   

 BM ステーション数 35 39 39   

 年間予約件数 1,299 1,630 1,976   

 他館相互貸借数 借受 429 451 601   

 他館相互貸借数 貸出 369 317 269   

 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 288 日 291 日   

 豊前市人口（年度末） 27,537 人 27,033 人 26,826 人   
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４ 蔵書構成・比率 

 

    一般書 （％）   児童書 （％） ＡＶ資料（％） 雑誌（％） 

0 総記 2,610 （2.3） 434 （0.4）     

1 哲学 4,418 （3.9） 363 （0.3）     

2 歴史 8,583 （7.6） 1,274 （1.1）     

3 社会科学 8,788 （7.8） 1,478 （1.3）     

4 自然科学  3,989 （3.5） 3,104 （2.8）     

5 技術・工業  4,768 （4.2） 1,106 （1.0）     

6 産業 2,159 （1.9） 661 （0.6）     

7 芸術・美術 6,724 （6.0） 1,665 （1.5）     

8 言語 1,053 （0.9） 385 （0.3）     

9 文学 29,730 （26.1） 10,742 （9.5）     

絵本・紙芝居   13,114 （11.6）     

計 72,522 （64.3） 34,326 （30.4） 4,201（3.7） 1,808（1.6） 

合計 112,857（100.0） 

       

５ 貸出構成・比率      

    一般書 （％）   児童書 （％） ＡＶ資料（％） 雑誌（％） 

0 総記 699 （0.5） 300 （0.2）   

1 哲学 2,009 （1.3） 1,056 （0.7）   

2 歴史 2,944 （1.9） 2,286 （1.5）   

3 社会科学 3,127 （2.0） 2,033 （1.3）   

4 自然科学  2,809 （1.8） 8,414 （5.5）   

5 技術・工業  8,685 （5.7） 3,640 （2.4）   

6 産業 1,811 （1.2） 1,450 （0.9）   

7 芸術・美術 6,575 （4.3） 5,262 （3.4）   

8 言語 499 （0.3） 701 （0.5）   

9 文学 28,166 （18.2） 24,361 （15.9）   

絵本・紙芝居   29,404 （19.0）   

計 57,364 （37.3） 78,907 （51.4） 9,224（6.0） 8,089（5.3） 

合計 153,584（100.0） 
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６ 雑誌一覧 

 

 雑誌名  雑誌名  雑誌名 

 アエラ  すてきにハンドメイド  メンズノンノ 

 ウィズ  スマート  モア 

 美しいキモノ  将棋世界  やさいの時間 

 エッセ  ダ・ヴィンチ  レオン 

 エデュー  たまごクラブ  レタスクラブ 

 オレンジページ  CHANTO  私のカントリー 

 おひさま  中央公論  ワッツイン 

 おりがみ  チルチンびと   

 オール読物  釣りファン  児童児童児童児童    

 家庭画報  鉄道ファン  たくさんのふしぎ 

 カートップ  ドマーニ  こどものとも 

 きょうの料理  ナンバー  こどものとも ０１２ 

 きょうの料理ビギナーズ  日経トレンディー  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  ノンノ   

 暮らしの手帖  パッチワーク倶楽部  寄贈寄贈寄贈寄贈    

 別冊暮らしの手帖  花時間  ゴルフダイジェスト 

 クロワッサン  ビズ  健康３６５ 

 月刊ホークス  ピチレモン  季刊 銀花 

 現代農業  ひよこクラブ  薬のチェックは 

 この本よんで！  福岡ウォーカー      命のチェック 

 碁ワールド  婦人公論  ＭＡＭＯＲ 

 サライ  プリプリ  フィッシングカフェ 

 サンキュ  文藝春秋  歴史通 

 週刊新潮  文藝春秋スペシャル  家づくりの本 

 趣味の園芸  別冊文藝春秋   

 小説現代  臨時増刊号文藝春秋   

 小説新潮  ミセス   

 新聞ダイジェスト別冊号  明星   
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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 合岩中学校  

 

（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 

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 

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 

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 

三毛門地区 横武コミュニティセンター 挟間地区 

合河地区 鬼木地区 四郎丸地区 
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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（保育園・小学校のステーション・恵光園こどもの家・ 

総合福祉センター） 

    図書館だより（一般・各ステーション・保・小学校の移動図書館車ステーション 

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・文化施設出入り口掲示板・宇島駅・ 

           小児科医院） 

 

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

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

スタイニー1 枚をプレゼント 

 

○図書館講座 

 故郷講座（全 8 回） 

趣味と教養の歴史講座（全 10 回） 

 折り紙講座（全 9 回） 夏休み工作教室（全２回） 

 ものづくり講座（全６回） 

 県立図書館講座「おはなし会のすすめ方」（全２回） 

 

○おはなし会 

 毎週土曜日 11 時から（339 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）（12 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」（12 回） 

    第 3 土曜日 館員による「かみしばいのへや」（12 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） 

○こどもの読書週間（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しおりをプレゼント 

 市内の幼・保育園児読書感想画展示 

   

○開館記念企画展示（5 月 15 日）       

  今までの要覧・あゆみ 

平成 25 年度の図書館の記録 
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○図書館まつり （6 月 15 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 本・雑誌のリユース  

    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 

    食育関連本展示貸出 雑誌付録抽選会 青豊高等学校書道部のパフォーマンス 

    よみきかせ・手遊び・しおり作り 語り・読み聞かせ  

求菩提山五窟のパネル展示 草でつくった虫たち 

    協力団体 

     豊前語り部の会・音声訳ボランティアこだま・点訳ボランティアわかば 

     豊前市食生活改善推進協議会・余暇づくりプロジェクトふるとりの木 

     豊前市史跡ガイドボランティアの会・やまももの家・モーニング母さん。 

図書ボランティアおおきなかぶ 

     豊前市花と緑のまちづくり推進協議会・豊前市社会福祉協議会 

     東九州短期大学・青豊高等学校 

 

○秋の読書週間（10 月 27 日～11 月 9 日） 

  市内小学生読書感想画展示 

    小学生 1 日図書館員 

    おおきなかぶによるおはなし会 ブックン展示公開 本・雑誌のリユース  

職員によるおはなし会  

クリスマスリースづくり 

    「わくわくサイエンス」福岡県青少年科学館ネットワーク推進事業 

     

○職場体験受け入れ 

    吉富中学校 2 年生 4 名（9/17、9/18） 

    青豊高等学校 1 年生 2 名（10/20） 

    千束中学校 2 年生 4 名（10/22、10/23） 

    八屋中学校 2 年生 2 名（11/12、11/13） 

     

  ○社会人体験活動研修受け入れ 

    福岡教育大学付属小倉小学校教諭 1 名（8/4、8/6、8/7） 

    青豊高等学校教諭 2 名（8/6、8/7、8/8） 

   

  ○図書館実習受け入れ 

    九州大谷短期大学 1 名（8/21～9/1） 

 

○図書館見学受け入れ 

  恵光園 17 人（6/27） 

 八屋小学校 2 年生 39 人（10/30） 
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○研修 

    県立研修（3 回） 

     平成 26 年度相互貸借事務担当者会議（7/8） 

     福岡県公共図書館等協議会レファレンス研修（11/17） 

     図書館地区別研修（2/4） 

 地区研修（4 回） 

     京築地区学校図書館協議会研修会（7/2） 

     京築地区ボランティア学習会（10/23） 

     福岡県学校図書館研究大会京築地区大会（10/27） 

     京築地区公共図書館等協議会研修会（12/1） 

      

  

○レファレンス報告及び研修（12 回） 

 

○避難・消火訓練（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 ２階特設 

４月 

松若保育園の作品展 

新京築風土記パネル展 

長野ヒデ子・中川ひろたかの絵本 

参加型パネル「鯉のぼり」 

華 

赤毛のアン 

入園入学おめでとう 

黒田官兵衛 

SNS ってなんだろう？ 

おすすめコーナー 

   お料理の本 

５月 

みのり保育園の作品展 

市内園児による読書感想画展 

「この本をよんで絵をかいたよ」 

遊 

赤毛のアン 

 

黒田官兵衛 

身近な法律 

追悼：渡辺淳一さん 

おすすめコーナー 

   手作りの本 

６月 

和光保育園の作品展 

ぴちぴちちゃぷちゃぷらんらんらん 

参加型パネル「てるてるぼうず」 

食 

角野栄子さん 

叙勲受賞おめでとう 

黒田官兵衛 

花子と白蓮とアン 

食の安全 

追悼：渡辺淳一さん 

７月 

豊前幼稚園の作品展 

たなばたかざり 

夏がきた 

土の子（障害者陶芸教室）作品展 

小学生読書リーダーのオススメ 

参加型パネル「海中たんけん」 

課題・指定図書 

平和学習 

黒田官兵衛 

花子と白蓮とアン 

健康に気をつけよう 

 

８月 

宇島乳児保育園の作品展 

美しい蝶の世界（標本展示） 

小学生読書リーダーのオススメ 

参加型パネル「おめんやさん」 

課題・指定図書 

平和学習 

黒田官兵衛 

花子と白蓮とアン 

新聞で紹介された 

郷土の方の作品 

涼しく過ごす 

９月 

清高保育園の作品展 

小さい秋みつけた 

ぐりとぐら 50 周年記念 

  なかがわりえこの世界 

追悼：米倉斎加年 

敬老の日 読書のすすめ 

参加型パネル「どんぐりころころ」 

秋色 

黒田官兵衛 

花子と白蓮とアン 

新聞で紹介された 

郷土の方の作品 

今日は何の日？ 

日本のしきたり・マナー 

１０

月 

りとるぱんぷきんずの作品展 

小さい秋みつけた 

おやすみの絵本 

ちょっと読んでみませんか？ 

参加型パネル「葉っぱの展覧会」 

全国学校図書館協議会選定 

       よい絵本 

黒田官兵衛 

新聞で紹介された 

郷土の方の作品 

今日は何の日？ 

古典を読んでみませんか 
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１１

月 

清和保育園の作品展 

市内小学生読書感想画展 

冷たい北風 もうすぐ冬 

おいしそう！な絵本 

ちょっと読んでみませんか？ 

参加型パネル「おしゃれなみの虫たち」 

全国学校図書館協議会選定 

よい絵本 

クリスマス 

黒田官兵衛 

古典を読んでみませんか 

年賀状 

１２

月 

宇島保育園の作品展 

自分らしく生き生きと 

のりもの大集合 

ワクワク！な冬 

参加型パネル「まんまるリースの 

クリスマス」 

Merry Christmas 
黒田官兵衛 

もうすぐお正月 

１月 

ちづか保育園の作品展 

ねこ ねこ ねこ 

冬 だいすき 

年末・年始の食べ過ぎ リセット！ 

Happy Valentine Day 

参加型パネル「絵馬」 

あきやまただし・ 

きむらゆういちの絵本 

松陰と松下村塾 妹文 

マッサン 

今月生まれの小説家 

ドラマ・映画の原作本 

２月 

ほほえみ保育園の作品展 

フレッシュなあたたに 

おたんじょうびの絵本 

きこえる。春のあしおと 

Happy Valentine Day  

おひなまつり 

参加型パネル「鬼ヶ島は 

鬼がいっぱい」 

あまんきみこの世界 

松陰と松下村塾 妹文 

マッサン 

今月生まれの小説家 

ドラマ・映画の原作本 

忘れないで ３･１１ 

３月 

松若保育園の作品展 

フレッシュなあなたに 

春をかんじて 

入園・入学おめでとう 

参加型パネル「みんなのおひなさま」 

追悼：松谷みよ子さん 

追悼：今江祥智さん 

せなけいこワールド 

松陰と松下村塾 妹文 

マッサン 

今月生まれの小説家 

忘れないで ３･１１ 

2014 年当館の貸出 

ベスト 20 
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        １階ホール参加型パネル１階ホール参加型パネル１階ホール参加型パネル１階ホール参加型パネル    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           おはなしぴよぴよ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図書館見学 
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豊前市立図書館へのアクセス 

 

 

 

 

 

 

あゆみ 平成 26 年度豊前市立図書館年報 

平成 27 年 5 月作成 

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 0979-84-1007 

                              E-mail   librarybuzen@piano.ocn.ne.jp 

  

 

東八幡町交差点 

 県道１１３号 

 
豊前郵便局 

 
豊前市立図書館 

 

豊前市役所 

 

千束交差点 

国道１０号線 

セブンイレブン 

 
豊前郵便局 

 

豊築メディカルセンター 

 

埋蔵文化財センター 

 

多目的文化交流センター 

 

豊前市立図書館 

 

拡大図拡大図拡大図拡大図    

宇島駅 


