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は じ め に 

 

 平成２８年度は、指定管理団体が変更となり、利用者サービスの充実をはか

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図書館づくりを目

指してまいりました。７、8月時には初めての取り組みとなる「サマータイ

ム」を試行しました。また、館外業務の充実といたしまして、岩屋活性化セン

ターへのサービスポイント設置、隣接する多目的文化センターへの時間外受け

取りロッカー設置など、利用の多様化を図り、いくばくかの成果が表れている

と感じています。 

 また、教育委員会の指導のもと、豊前市「子どもの読書活動充実事業」読書

リーダー養成講座やうちどく（家読）リレーでは学校、読書ボランティアと協

同し、教育文化施設としての一助になれたのではないかと考えています。 

 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）序に変えたいと

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･収集を進めました。 

2．情報サービスの向上 

 「ありません」「わかりません」と言わない接遇を目標に掲げ、資料・情報

の提供に努めました。 

3. 子ども読書活動推進 

 「ブックスタート」「おはなし会」「小・中学校の団体貸出」の既成の事業は

もとより、「ブックンだより」を対象年齢別に３種作成し、各学校、各保育

園へ配付しました。 

4. 生涯学習に関する取り組み 

 前年度に引き続き、「趣味と教養の歴史講座」は２０名を超える聴講者を数

え、好評でした。その他にも北九州自然史・歴史博物館のご協力を頂き「明

治維新と小倉藩」、また、子ども教養講座と題し楠木永世クイーンをお招き

し「やってみよう！百人一首」を開催いたしました。 

5．福祉に関する取り組み 

 月例おはなし会への豊前手話の会「ひなたぼっこ」の無言劇による参加を皮

切りに築城支援学校の職場見学を受け入れ、大活字によるデイジー図書と録

音図書の目録作成と点字標記(点字は利用者が作成)を導入しました。 
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２ 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 図書館貸出券のコンピューター処理開始 

 平成 ４年 ５月    しゃくなげ文庫図書貸出 

 平成 ７年 ４月 １日 図書貸出枠拡大（一人あたり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、県北東部地方拠点市広域圏参加 

             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、ＴＲＣ ＭＡＲＣ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 

       ４月    新図書館開館、新システム（ＭＥＬＩＬ／ＣＳ）稼働開始 

 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」 

 平成２６年 ４月    文部科学大臣表彰 

 平成２７年 ３月    新システム（ｉＬｉｓｗｉｎｇ）導入 

 平成２８年 ４月    指定管理者の変更（一般社団法人豊前図書館研究会） 

     ７～８月    サマータイム施行（開館時間を１時間延長） 

      １２月    岩屋活性化センターサービスポイント設置 

 平成２９年 ３月    隣接する多目的文化交流センター玄関横に休日・時間外受け

取りロッカー設置 
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３ 概要 

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 一般社団法人 豊前図書館研究会 

館長 釜井 健次郎 

職員 常勤職員３名（司書３名）、非常勤職員９名（司書２名） 

サービス内容 

≪本館≫ 

開館時間 午前１０時～午後６時※サマータイム時は午後７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、特別館内整理日期間（１１～１２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、京築広域圏在住者、中

津市在住者）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（うちＡＶ資料は

５点まで）新着ＡＶ資料、課題・指定図書は１点  

団体は５０点まで 

貸出期限 ２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週間に１回、巡回予定表に従って運

行 

貸出要件、条件、期

限 

本館個人と同じ（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） 

≪岩屋活性化センター≫ 

配本日 毎週水曜日または木曜日 

サービス内容 貸出、返却、予約、リクエスト 

貸出要件、条件、期

限 

本館個人と同じ 

利用制限 

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 26年度 平成 27年度 平成 28年度 備考 

蔵書数 106,848 112,697 116,353 視聴覚、雑誌は除く 

年間除籍数 266 161 56 雑誌は除く 

年間受入数 5,847 6,517 5,535 雑誌は除く 

（うち購入数） 4457 4,876 4,888  

年間受入雑誌タイトル 72種 81種 88種 購入分のみ 

年間受入新聞タイトル 6種 6種 6種 購入分のみ 

貸出人数 34,822 35,615 34,773  

（うち市内貸出人数） 29,683 30,272 29,756  

登録者数 19,411 21,100 21,952  

（うち市内登録者数） 17,498 17,947 18,128  

有効登録者数 3,965 3,572 2,987  

貸出冊数 153,584 156,598 156,395  

（うち市内個人貸出数） 104,798 107,797 104,933  

（うち市外個人貸出数） 12,585 9,752 10,286  

市民登録率 65.24％ 67.82% 69.30%  

市民一人当たり貸出冊数 6.0冊 7.2冊 5.6冊  

ＢＭステーション数 39 39 39  

年間予約件数 1,976 1,683 1,791  

他館相互貸借数 借受 601 359 393  

他館相互貸借数 貸出 269 457 411  

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 291日 284日 288日  

豊前市人口（年度末） 26,826人 26,462人 26160人  

※平成 27年度の数値は、年に一度以上の利用のある人数を計上 
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 蔵書構成・比率  

 

 一般書（％） 児童書（％） ＡＶ資料（%） 雑誌（%） 
その他

（%） 

0 総記 2,895（3.6） 418（1.2） ビデオテープ 

1,164（26.3） 

テープ 

  2（0.0） 

ＣＤ 

2,645

（59.7） 

ＤＶＤ 

 614

（13.9） 

 

 

大活字 

199

（24.5） 

録音 CD 

541

（66.8） 

※デイジー

図書を含む 

点字 

18（1.9） 

地図 

8（0.9） 

他 

50（5.9） 

1 哲学 4,767（6.1） 406（1.1） 

2 歴史 9,160（11.6） 1,373（3.7） 

3 社会科学 9,725（12.4） 1,676（4.5） 

4 自然科学 4,515（5.7） 3,334（8.9） 

5 技術･工業 5,468（6.9） 1,254（3.3） 

6 産業 2,419（3.0） 741（1.9） 

7 芸術･美術 7,279（9.3） 1,863（4.9） 

8 言語 1,175（1.5） 388（1.0） 

9 文学 31,391（39.9） 11,647（31.0） 

絵本・紙芝居 0（0.0） 14,459（38.5） 

計 78,794（63.4） 37,559（30.2） 4,425（3.6） 
2,614

（2.1） 

808（0.7） 

合計 124,200 

・各括弧内の％は各計との値、計の括弧内の％は合計との値 

・一般向け絵本は芸術で計上 

・数点 2桁以下は四捨五入、資料数の少ないものは、小数点 1桁以下を 

切り捨て 
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６ 貸出構成率 

 一般個人貸出（％） 児童個人貸出（％） 団体貸出（%） 

0 総記 1,065（1.2） 190（0.1） 247（） 

1 哲学 1,959（2.4） 190（0.1） 471（） 

2 歴史 4,079（4.8） 1,270（3.7） 1,660（） 

3 社会科学 3,301（3.9） 490（1.5） 1,641（） 

4 自然科学 2,819（3.3） 8,613（25.4） 4,134（） 

5 技術･工業 6,840（8.2） 1,764（5.） 3,024（） 

6 産業 1,728（2.0） 465（1.5） 1,100（） 

7 芸術･美術 7,492（9.1） 2,939（8.7） 2,568（） 

8 言語 305（0.4） 137（0.1） 446（） 

9 文学 28,418（34.0） 5,453（16.1） 14,500（） 

絵本・紙芝居 10,922（13.1） 11,270（33.3） 8,102（） 

視聴覚資料 7,871（9.5） 745（2.4） 289（） 

雑誌 6,859（8.1） 537（1.7） 467（） 

その他 12（0.0） 4（0.0） 9（） 

計 83,670（53.5） 34,067（21.8） 38,658（24.7） 

合計 156,395（100.0） 

・括弧内の％は計との値、計の括弧内の％は合計との値 

・小数点 2桁以下は四捨五入、資料数の少ないものは、小数点 1桁以下を 

切り上げ 

 

７ 会議室利用 

会議室 小会議室 ボランティア団体共有室 

36件 76件 66件 

※第 2回築上新聞展を９月１６日(土)～２５日(日)の期間、ボランティア団

体共有室で開催 
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８ 雑誌一覧 

 

 

 

 

雑誌名 

アエラ 

アサヒカメラ※1 

ウィズ※2 

美しいキモノ 

エッセ 

エデュー※2 

オール読物 

おひさま 

おりがみ 

オレンジページ 

カートップ 

会社四季報※1 

家庭画報※2 

キネマ旬報※1 

九州じゃらん 

きょうの健康 

きょうの料理 

暮らしの手帖 

クロワッサン 

グッズプレス※2 

月刊 碁ワールド 

月刊ニュータイプ 

月刊ホークス※2 

現代農業 

この本読んで！ 

サライ 

サンキュ※2 

サンデー毎日※1 

週刊新潮※2 

雑誌名 

週刊文春※1 

趣味の園芸 

将棋世界 

小説現代 

新聞ダイジェスト別冊号※2 

すてきにハンドメイド 

壮快※1 

ダ・ヴィンチ 

たまごクラブ 

チャント※2 

中央公論 

チルチンびと 

釣りファン 

鉄道ファン 

天文ガイド※1 

ドマーニ※2 

ナンバー 

日経 PC21※1 

日経エンターテインメント※1 

日経サイエンス 

日経マネー 

日経トレンディー 

ノンノ 

ひよこクラブ 

ビズ※2 

福岡ウォーカー 

婦人公論 

ブルータス※1 

文藝春秋 

文藝春秋スペシャル※2 

臨時増刊号文藝春秋※2 

プリプリ※2 

ベースボールマガジン※1 

明星※2 

ミセス 

メンズノンノ 

モア 

やさいの時間※2 

山と渓谷※1 

ラジオ深夜便※1 

レオン※2 

レタスクラブ※2 

和楽※1 

ワールドサッカーダイジェスト※1 

私のカントリー 

児童 雑誌名 

かがくのとも 

こどものとも 

こどものとも 0･1･2 

こどものとも年少版 

こどものとも年中向き 

たくさんのふしぎ 

寄贈 雑誌名 

健康 365 

皇室 

シネマジャーナル 

フィッシングカフェ 

西日本文化 

図書 

マモル 
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９ 館外事業 

① 移動図書館車「走れ！ブックン号」運行ステーション 

各ステーションに月２回運行 

⑴ 幼稚園・保育園 

 

⑵ 小・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 

 

⑶ 施設等 

豊前アニマノ ケアハウスさくら なごみ園 

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   

 

⑷ 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 

合岩地区 鬼木地区  

 

② 団体貸出 

⑴ 学校団体貸出 

８月次と３月次を除き毎月１回各学校に本を貸出、横武小学校と三毛門小学

校は特別支援学級にも貸出 

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 千束小学校 

大村学校 角田中学校 合岩中学校 

 

 

清和保育園 清高保育園 宇島保育園 

さくら乳児園 りとるぱんぷきんず ちづか保育園 

恵光園子どもの家 みのり保育園 ほほえみ保育園 

和光保育園 松若保育園  
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⑴ 公民館団体貸出 

３カ月に１回各館に貸出 

宇島公民館 黒土公民館 横武公民館 

合河公民館 角田公民館  

③ サービスポイント 

岩屋活性化センター、角田公民館の市内２ヶ所へ毎週水曜日に配本・集荷を

行います。貸出、返却、リクエスト、予約、受け取り等のサービスが利用で

きます。 

 

④ 休日・時間外受け取りロッカー 

隣接する豊前市多目的文化交流センター玄関横に設置しているロッカーで

休日・時間外に資料の受け取りができます。 
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１０ 年間行事・事業 

○広報 

 市報 

 ＨＰ 

 ブックンだより（保育園・小学校・中学校ステーション） 

 ※平成 28年度より各対象児童向けのブックンだよりを 3種作成 

 図書館だより（館内配布） 

 

○ブックスタート事業（毎月第 1火曜日 年１２回 １６３人/年間） 

 ４カ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１枚をプレゼント 

 

○図書館講座 

 趣味と教養の歴史講座（年間１９回） 

 北九州自然史・歴史博物館出張講座 

 「明治維新と小倉藩」（１０月２２日） 

 「同講座現地見学ツアー」（１１月４日） 

 工作教室 

 「コラージュ作り」（８月２７日） 

 「クリスマスリース作り」（１１月１９日） 

 子ども教養講座 

 「やってみよう！百人一首」（３月４日） 

 県立図書館出張講座 

 「ブッカー装備研修会」（２月９日） 

 

○おはなし会 

 月２回 １１時から（１０７人/年間） 

 第２土曜日 「おはなしくまさん」（１２回/年） 

       館員によるおはなし会 

 第４土曜日 「おおきなかぶのへや」（１１回/年） 

       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 

らのおたのしみ会 

 豊前手話の会「ひなたぼっこ」による無音劇（９月１０日） 

       「おはなしくまさん」後にトルストイの『おおきなかぶ』 

 クリスマスおはなし会（１２月２４日） 

       館員によるクリスマスを題材にした絵本のおはなし会 
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○上映会 

 ８月２０日より毎月第３土曜日に館内上映可のＤＶＤを上映 

 

○子ども読書週間（４月２７日～５月１０日） 

 「どくしょちょきんつうちょう」開始 

 鯉のぼりのしおりをプレゼント 

 

○読書週間（１０月２７日～１１月９日） 

 小学生１日図書館員（１１月５日） 

 市内小学生読書感想画展（１１月２日～１１月２８日） 

 

○図書館まつり（１０月３０日） 

 音声訳こだまによる「朗読会」、図書ボランティア「おおきなかぶ」による「お

たのしみ会」稀覯本の公開、しおり配布、本・雑誌のリユース、本の病院（本

の修理）、本のテーラー（ブッカー装備体験） 

 

○特別展示 

 築上新聞展（６月２日～７月１日） 

 ７月１日に当館の尾座本顧問によるギャラリートーク 

 宇島鉄道展（７月２９日～８月２９日） 

 主催は宇島鉄道研究会 

 読書リーダー養成講座参加者作成ポップ並びに選書資料の展示 

（７月３０日～８月３０日） 

 豊前「うちどくリレー」しょうかいコーナー 

 主催は豊前市教育委員会 

 

○実習、インターンシップ、職場体験の受け入れ 

 福岡女子短期大学 実習生１名（８月１１日～８月２０日） 

 福岡県立築上西高等学校 ２年生４名（８月１、３、４日） 

             ２年生２名（１２月２１、２２日） 

 吉富町外１市組合立吉富中学校 

             ２年生４名（９月１４、１５日） 

 豊前市立千束中学校   ２年生３名（１０月１９、２０日） 

 豊前市立八屋中学校   ２年生３名（１１月１６、１７日） 

 豊前市立角田中学校   ２年生１名（１１月１７、１８日） 
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○職場見学 

 豊前市立合岩小学校  ３年生８名（７月６日） 

 福岡県立青豊高等学校  ２年生３名（１０月１１日） 

 築城特別支援学校  見学生７名（１２月７日） 

           見学生１４名（３月３日） 

 

○研修 

 館内職員研修 （１３回） 

 県立図書館研修  （５回） 

  福岡県公共図書館等協議会館長等研修会（５月１３日） 

  「子ども読書」研修会児童図書館入門講座 

（５月３０日、６月２０日、７月３日） 

福岡県公共図書館等協議会第１回職員研修会（７月２５日） 

福岡県公共図書館等協議会レファレンス研修会（１１月１４日） 

福岡県公共図書館等協議会中堅研修会（２月２２日） 

 地区研修 

  北九州地区公共図書館等協議会研修会（７月１５日） 

  子ども読書推進ボランティア学習会（８月２３日） 

  福岡地区公共図書館等協議会研修会（１２月２１日） 

  京築地区公共図書館等協議会研修会（２月２７日） 

 豊前市社会福祉協議会研修 

  施設職員向けボランティアコーディネーター研修 

（６月１５、２９日、７月１３日） 

 

○避難訓練（１回） 

 

○利用者アンケート（１回） 

 

○環境保全 

 夏季にクールシェアの呼びかけ 

 グリーンカーテンの設置 
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１１ 年間企画展示 

 おはなしのへや 児童面陳棚 ２階別置 

４月  
「ともだち」 

「コンデュイット賞」 

「本屋大賞受賞作」 

「追悼夏樹 静子」 

「地震に備える」 

５月  
「コンデュイット賞」 

「追悼末吉 曉子」 

「本屋大賞受賞作」 

「地震に備える」 

「吉村 昭を読む」 

６月 
和光保育園 

園児による作品展示 

「追悼末吉 曉子」 

「かえるとかたつむり」 

「水」 

「本屋大賞受賞作」 

「地震に備える」 

「アラブとイスラム国」 

７月 
豊前幼稚園 

園児による作品展示 

「かえるとかたつむり」 

「平和学習」 

「課題図書・指定図書」 

「地震に備える」 

「追悼永六輔・大橋巨泉」 

８月 
宇島乳児保育園 

園児による作品展示 

「平和学習」 

「課題図書・指定図書」 

「命」 

「追悼永六輔・大橋巨泉」 

９月 
清高保育園 

園児による作品展示 

「おやつ」 

「館員おすすめの本」 

「日本と海外のサスペンス」 

「時代小説」 

１０月 
りとるぱんぷきんず 

園児による作品展示 

「動物」 

「館員おすすめの本」 

「日本と海外のサスペンス」 

「時代小説」 

１１月 
清和保育園 

園児による作品展示 

「秋、どんぐりいっぱい」 

「メリークリスマス」 

「日本と海外のサスペンス」 

「時代小説」 

１２月 
宇島保育園 

園児による作品展示 

「ふゆをたのしもう！」 

「メリークリスマス」 

「日本と海外のサスペンス」 

「時代小説」 

１月 
ちづか保育園 

園児による作品展示 
「ふゆをたのしもう！」 

「経済小説特集」 

「アメリカの今と昔」 

～1/20トランプ氏就任～ 

２月 
ほほえみ保育園 

園児による作品展示 
「おにや おばけや ようかいや」 「海外ミステリー」 

３月 
松若保育園 

園児による作品展示 
花がいっぱい 

「文学者は地震をどう震災を

描いたか」 
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１２ アクセス 

 

 

 


