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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 ６年１０月 ３日 移動図書館車「走れ！ブックン」運行開始 

 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 

 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 

       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    第２次「豊前市子ども読書推進計画」 

 平成２６年 ４月    子どもの読書優秀実践として文部科学大臣表彰 

 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    サマータイム試行（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 

 平成２９年 ６月    角田公民館サービスポイント設置 
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平成３０年 ４月    第３次「豊前市子ども読書推進計画」 

平成３０年 ５月    「高齢者読書推進サービス」開始 

            ※次年度より名称を「宅本サービス」に変更 

平成３０年 １２月   横武公民館、大村公民館にサービスポイントを増設 

平成３１年  ３月   「豊前市立図書館危機管理マニュアル」策定 

２ 図書館案内 

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 文化芸術係 

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（８月次）は午後７時まで開館 

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）※次年度より最終

金曜日、年末年始、特別館内整理日期間（１１～１２月 １

０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）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、上記曜日が祝日の場合は要望に応じ月曜日に運行 

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） 
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≪サービスポイント≫ 

運用場所 岩屋公民館、角田公民館、※横武公民館、※大村公民館 

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 

※≪高齢者読書推進サービス≫ 

運用場所 対象者宅 

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、職員による選書 

貸出要件，条件,期限 本館個人と同じ 

 ※サービスポイントの２館は１２月より開始、高齢者読書推進サービスは５月より開始 

利用制限 

豊前市図書館条例の規定による 

 

３ 運営方針 

利用サービスの充実 

年齢を問わず、市民のだれもが公平かつ公正に利用できる「憩いの場」 

の実現を目指し、豊前市図書館資料選定基準に沿った図書館資料の収集、各種

図書館サービスの充実を図ります。 

1. 図書館資料の収集 

① 図書館資料の整備充実 

・豊前市立図書館資料選定基準に基づき、内容や年齢層に偏りのない収集 

に努めます。 

・郷土資料や行政資料の収集を行います。 

② 視聴覚資料の整備充実 

・豊前市立図書館資料選定基準に基づき、適正に収集します。 

③ デジタルアーカイブの作成 

・破損の進んだ貴重資料のデジタルアーカイブ化に努めます。 

・遠隔地の方への利用を念頭に置き、当館のホームページで閲覧できる環 

境を整えます。 

2. 図書館サービスの向上 

① カウンター業務 

・親切かつ迅速な接遇に努めます。 

・豊前市立図書館危機管理マニュアルに沿って、不測の事態に対応できる

職員の育成に努めます。 
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② レファレンスサービス 

・「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 

と情報の提供に努めます。 

・レファレンス研修を行い職員のスキルアップに努めます。 

③ 児童サービス 

・「ブックスタート」「おはなし会」を通じて乳幼児の絵本に触れるお手 

伝いを行います。 

・「小学校の団体貸出」を通じて、小学生の読書活動推進のサポートを 

行います。 

・「上映会」「工作教室」や「やってみよう！百人一首」などの催しを 

行い、子どもと図書館との接点を設けます。 

④ 高齢者サービス 

 ・「高齢者読書推進サービス」を開始し、来館できない高齢者の利用格差 

を是正します。※次年度から名称変更 

・大活字本や朗読ＣＤを充実させ、高齢者の利用に配慮します。 

⑤ 障がい者サービス 

・上記「高齢者読書推進サービス」内で、来館が困難な障がい者に対し 

サービス利用の受付を行い、利用格差の是正を図ります。 

・デイジー図書や録音 CDの視覚障がい者向けの目録を作成します。 

 

3. 館外での取り組み 

① 移動図書館車の運行 

・利用者のニーズに沿った資料を車載します。 

・利用者及び運行先の要望に沿った巡回に努めます。 

② サービスポイント 

・岩屋、角田、横武、大村の計４ヶ所の公民館に一部窓口サービスが利 

用できるサービスポイントを設置し、毎週木曜日に配送、集荷を行い 

ます。 

③ 休日・時間外ロッカー 

・図書館に隣接する豊前市多目的文化センターにロッカーを設置し、休 

日や時間外でも受け渡しができるよう利用者の利便性を図ります。 

※次年度より、豊前市立図書館正面玄関前へ移設 

④ 高齢者読書推進サービス 

・来館が困難な高齢者及び障がい者の自宅まで資料をお届けし、これま 

で利用できなかった上記市民に対して、サービスを通じて利用格差の是

正を図ります。 
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4. 広報による図書館利用の啓発 

・図書館だよりを毎月発行します。 

・移動図書館が運行している保育園、小学校、中学校に対象年齢別のブ 

ックンだよりを 3種作成し配布します。 

・図書館ホームページでの情報発信を充実します。 

・「広報ぶぜん」内の図書館だよりで行事、新刊案内等を行います。 

・Facebookと Twitterの２つの SNSに豊前市立図書館のアカウントを作 

成し、利用の少なかった世代への情報発信を行います。 

5. 連携事業 

① 県内図書館との連携 

・県立図書館をはじめとして県下の公共図書館との相互貸借による資料 

提供を行います。 

② レフェラルサービス 

・館内の資料で情報提供が不可能な場合、情報源となりうる人もしくは 

機関・組織を紹介します。 

③ 教育機関との連携 

・月に２回移動図書館車の運行を行います。 

・夏季冬季の休みを除き、毎月１回各クラスに団体貸出を行います。 

・学校の調べもの学習で使用する資料提供を行います。 

・図書館見学、図書館体験を受け入れます 

・市内幼保育園と連携し、月ごとに各園の園児による作品を展示します。 

・豊前社会福祉協議会と連携し、福岡県立青豊高等学校の選択科目「ボ 

ランティア入門」へ講師として当館職員を派遣します。 

④ 福祉施設との連携 

・月に２回移動図書館車の運行を行います。 

・福祉施設利用者の職場体験や見学を受け入れます。 

・手話の会と連携し、手話による無言劇を開催します 

⑤ ボランティアとの協働 

・市内よみきかせボランティアに対してのサポートを充実させるため、 

活動に必要な資料の収集や研修会を実施します。 

・夏季、年末を除き、月に１度（第４土曜日）にボランティア団体のお 

はなし会を開催します。※次年度５月より第３金曜日に開催 

・図書館まつり等で市内ボランティア団体及び個人のボランティアと協 

働します。 
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6. 図書館サービス評価の実施 

① 指定管理者自己評価を四半期に 1度作成し、市に提出します。 

② 年に 2度、利用者アンケートを行い、利用者の要望を集約し、市に報告 

します。 
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４ 基礎的数値の推移 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 備考 

蔵書冊数 125,609 134,940 140,595  

年間除籍数 56 449 54 雑誌を除く 

年間受入数 5,535 4,816 5,601 雑誌を除く 

（うち購入数） 4,888 4,293 4,499 雑誌を除く 

年間受入雑誌タイトル 88種 ※59種 80 種 購入分 

年間受入新聞タイトル 6種 6種 6種 購入分 

貸出人数 34,773 35,000 32,380  

（うち市内貸出人数） 29,756 31,802 28,776  

登録者数 21,952 22,460 22,960  

（うち市内登録者数） 18,128 18,780 18,992  

有効登録者数 2,987 3,830 3,560  

貸出冊数 156,395 156,576 152,763  

（うち市内個人貸出数） 104,933 107,869 101,682  

（うち市外個人貸出数） 10,286 7,052 9,017  

市民登録率 69.30% 72.3% 74.5%  

市民一人当たり貸出冊数 5.6冊 5.9冊 5.9 冊  

ＢＭステーション数 39 40 40  

年間予約件数 1,791 2,731 3,253  

他館相互貸借数 借受 393 367 375  

他館相互貸借数 貸出 411 476 486  

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 288日 296日 286 日  

豊前市人口（年度末） 26,160人 25,952人 25,496 人  

※雑誌のタイトル数は、27年次のタイトル入れ替えに伴う減少。 
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５ 蔵書構成・比率  

 一般書（％） 児童書（％） ＡＶ資料（%） 雑誌（%） その他（%） 

0 総記 2,893（3.1） 455（1.2） ビデオテープ 

1,152(25.7) 

テープ 

2（0.1） 

ＣＤ 

2,740(61.2) 

ＤＶＤ 

580(13.0) 

 

2,656

（100.0） 

大活字 

207（17.5） 

録音 CD 

643（54.3） 

※デイジー図

書を含む 

点字 

24（2.0） 

地図 

9（0.7） 

他 

299（25.5） 

1 哲学 5,157（5.6） 442（1.1） 

2 歴史 9,934（10.8） 1,549（3.8） 

3 社会科学 10,538（11.4） 1,877（4.7） 

4 自然科学 4,968（5.3） 3,635（9.0） 

5 技術･工業 6,198（6.6） 1,378（3.4） 

6 産業 2,609（2.8） 813（2.0） 

7 芸術･美術 7,899（8.6） 2,024（5.0） 

8 言語 1,249（1.3） 446（1.1） 

9 文学 43,477（47.2） 12,505（31.1） 

絵本・紙芝居 0（0.0） 15,130（37.6） 

小計 92,029（65.6） 40,254（28.7） 4,474(3.1） 2,656(1.8) 1,182(0.8) 

合計 140,595 

・括弧内の％は計との値、計の括弧内の％は小計と合計との値 

・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 

 個人貸出（％） 団体貸出（%） 

0 総記 1,239（1.2） 444（1.0） 

1 哲学 2,200（2.0） 559（1.2） 

2 歴史 5,070（4.7） 1,800（3.9） 

3 社会科学 4,082（3.8） 1,524（3.3） 

4 自然科学 6,298（5.9） 4,244（9.3） 

5 技術･工業 8,777（8.3） 2,590（5.6） 

6 産業 2,181（2.0） 1,083（2.4） 

7 芸術･美術 11,207（10.5） 2,522（5.5） 

8 言語 707（0.6） 333（0.7） 

9 文学 33,699（31.5） 15,898（34.7） 

絵本・紙芝居 17,743（16.6） 13,550（29.5） 

視聴覚資料 6,204（5.8） 266（0.5） 

雑誌 5,985（5.7） 638（1.4） 

その他 1,494（1.4） 426（1.0） 

計 106,886（70.0） 45,877（30.0） 

合計 152,763（100.0） 

・括弧内の％は計との値、計の括弧内の％は合計との値 

 

７ 会議室利用 

会議室 小会議室 ボランティア団体共有室 

43件 147件 21件 
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８ 雑誌一覧 ※寄贈を含む 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑誌名 

アエラ 

アサヒカメラ 

家づくりの本 ふくおか・さが 

エッセ 

オール読物 

おりがみ 

オレンジページ 

カートップ 

会社四季報 

キネマ旬報 

九州ウォーカー 

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 

芸術新潮 

月刊 碁ワールド 

月刊 ニュータイプ 

月刊 ホークス 

健康 365 

現代農業 

皇室 

この本読んで！ 

サライ 

サンデー毎日 

週刊文春 

趣味の園芸 

将棋世界 

小説現代 

小説新潮 

すてきにハンドメイド 

週刊朝日 

すみごこち 

壮快 

ダ・ヴィンチ 

たまごクラブ 

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 

図書 

ナンバー 

日経エンタテインメント 

西日本文化 

日経サイエンス 

日経トレンディー 

日経マネー 

日経 PC 

年刊 日本の祭り 

ノンノ 

ハルメク 

ひよこクラブ 

フィッシングカフェ 

ふくおか経済 EX 

婦人公論 

武道 

ブルータス 

文藝春秋 

ミセス 

メンズノンノ 

モア 

山と渓谷 

ラジオ深夜便 

ワールドサッカーダイジェスト 

和楽 

JTB 時刻表 

MAMOR 

児童 雑誌名 

かがくのとも 

月刊 たくさんのふしぎ 

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 

⑽ 



 

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 ほうらい山荘 周防学園 

こまど   

 

⑷ 地区ステーション 

三毛門地区 横武公民館 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 

大村小学校 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 

松若保育園 りとるぱんぷきんず ちづか保育園 

恵光園こどもの家 みのり保育園 ほほえみ保育園 

和光保育園   

⑾ 



 

 

⑵ 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 三毛門公民館 

 

③ サービスポイント 

岩屋、角田、横武、大村の市内４ヶ所の公民館へ毎週水曜日又は木曜日に配

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。 

※次年度より豊前市立図書館正面玄関へ移設 

 

⑤  高齢者読書推進サービス 

これまで何かしらの事情で来館できなかった高齢者と障がい者を対象に自

宅まで資料の宅送を行うサービスです。 

※次年度より名称を「宅本サービス」に変更します。 

 

１０ 年間行事・事業 

① 月例行事・事業 

⑴ おはなし会、おたのしみ会（１５０名/年間） 

「おはなしよちよち」 毎月第２土曜日 １１：００～ 

館員によるおはなし会 

「おおきなかぶのへや」 毎月第４土曜日 １１：００～ 

⑵ 上映会（２５名/年間） 

毎月第３土曜日１３：００～※７月次より１１：００～に変更 

⑶ 趣味と教養の歴史講座（２４１名/年間） 

８月と３月を除く毎月第２、第４木曜日１０：３０～ 

⑷ 初級古文書講座（１０５名/年間） 

６月より開講し、7、8、12月を除く毎月第２、第４土曜日の１３：００

～ 

 

⑿ 



 

⑸ ブックスタート（１４３名/年間） 

第１もしくは第２火曜日の４カ月検診後に実施 

 

② 特別行事・事業 

⑴ つくってみよう！君だけの絵本 

４月２８日（土）、５月１２日（土）計２回 参加者２０名 

⑵ ぬいぐるみおとまり会 

４月２３日（月）～５月９日（水） 参加ぬいぐるみ９体 

１２月５日（水）～２１日（金） 参加ぬいぐるみ１０体 

⑶ 図書館まつりとふれあいフェス 

６月１７日（日） 

⑷ 一日図書館ボランティア体験 

７月２２日（日） 参加者４名 

※豊前市社会福祉協議会「ボランティアコーディネーター養成講座」の一環

として実施 

⑸ サマータイム 

８月１日(水)～８月３０日(木)の期間、開館時間を１時間延長 

⑹ 夏休み工作教室 

・８月４日(土)「古着で作る夏の小物入れ」 参加者３名 

・８月２５日(土)「鉄道模型を作って走らせよう」 参加者２０名 

⑺ 講演会「布絵本ってなんだろう？」 

９月１５日（土） １７名 

講師：福岡県立図書館布絵本製作ボランティア「ゆずりはの会」 

⑻ 本のリユース 

１０月２７日（土）、２８日（日）、１１月３日（土）、４日（日） 

⑼ 「クリスマスリースづくり」 

１１月２５日（日）２０名 

⑽ やってみよう！百人一首 

３月２日(土)参加者４８名 

 

③ 特別展示 

⑴ 「つくってみよう君だけの絵本参加者作品展」 

６月１日（金）～６月３０日（土） 

⑵ 「災害支援写真展」 

６月１５日（金）～７月３０日（月） 

※日本赤十字社豊前支部、豊前市社会福祉協議会との連携 

⒀ 



 

⑶ 「さわってみて！布絵本の展示」 

８月２４日(金)～９月１７日(月) 

⑷ 「市内小学校読書感想画展」 

１０月２７日(土)～１１月２６日(月) 

⑸ 「幻の地方紙展」 

１月２３日（水）～２８日（月） 

⑹ 「うちのイヌ展」 

２月２３日(土)～３月２８日(木) 

 

④ 連携事業 

⑴ 研修、実習、インターンシップ、職場体験の受け入れ 

・福岡県立築上西高等学校  

２年生４名 ７月２６日(木)、２７日(金) 

・吉富町外一市組合立吉富中学校  

２年生４名 ９月１９日(水)、２０日(木) 

・豊前市立角田中学校 

２年生１名 １０月２５日(木)、２６日(金) 

・豊前市立千束中学校 

 ２年生１名 １０月３１日(水) 

・豊前市立八屋中学校 

２年生２名 １１月１４日(水)、１５日（木） 

・福岡県立行橋高校 

 ２年生１名 ３月７日(木)、８日（金） 

⑵ 講師派遣、事例報告 

・「豊前市読書リーダー養成講座」 

 ７月２９日（日） 講師として職員２名参加 

・築上町図書館夏休み工作教室 

「初めての絵本づくり」 

 ８月２０日（月）、２７日（月） 講師として職員２名参加 

・福岡県立青豊高等学校「ボランティア入門講座」 

 ※豊前市社会福祉協議会からの要請 

 ９月１１日(火) 講師として職員３名参加 

⑶ おはなし会、無言劇 

・「ぷちぷちおはなし会」 

絵本コンシェルジュの実習の場を提供 

絵本コンシェルジュ４名 ６月９日(土)、２月９日(土) 

⒁ 



 

・「無言劇」 

 豊前手話の会「ひなたぼっこ」 １1月１０日(土) 参加者１４名 

⑤ 広報活動（毎月、年１２回） 

･広報「ぶぜん」 

･ホームページ 

･図書館だより 

･ブックンだより 

※対象年齢別に３種作成 

・Facebook と Twitter 

※８月３０日より掲載 

⑥ 避難訓練(１回) 

⑦ 利用者アンケート(２回) 

⑧ 環境保全 

５月よりグリーンカーテンを設置 
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１１ 企画展 

 おはなしのへや 児童面陳棚 ２階別置 

４月 
みのり保育園 

園児による作品展示 

「国際ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ賞を受賞した児童

作家」 
追悼 内田康夫さん 

５月 
和光保育園 

園児による作品展示 

「うみとさかな」 

「お米と農業」 

「追悼 かこ さとし」 

追悼 内田康夫さん 

６月 
豊前幼稚園 

園児による作品展示 

「お米と農業」 

「追悼 かこ さとし」 

「空と海」 

追悼 津本陽さん 

７月 
宇島乳児保育園 

園児による作品展示 

「空と海」 

「課題図書・指定図書」 

「平和学習」 

追悼 津本陽さん 

８月 
清高保育園 

園児による作品展示 

「課題図書・指定図書」 

「平和学習」 
追悼 津本陽さん 

９月 
りとるぱんぷきんず 

園児による作品展示 
「おじいちゃんおばちゃん」  

１０月 
清和保育園 

園児による作品展示 
「スポーツの本」 「おすすめの鉄道紀行文」 

１１月 
宇島保育園 

園児による作品展示 
「芸術の秋」 

「おすすめの鉄道紀行文」 

「秋はやっぱりミステリー」 

１２月 
ちづか保育園 

園児による作品展示 
「クリスマス＆お正月」 

「本屋大賞ノンフィクション部門」 

「食べ物エッセイ」 

１月 
ほほえみ保育園 

園児による作品展示 

「おなかいっぱい！」 

「２月の行事」 

「本屋大賞ノンフィクション部門」 

「食べ物エッセイ」 

２月 
松若保育園 

園児による作品展示 

「犬 イヌ いぬ」 

「２月の行事」「３月の行事」 

「経済から世界をみてみよう」 

「東日本大震災～あれから８年」 

「花粉症対策はじめませんか？」 

３月  
「いろいろなお仕事」 

「教科書にのっている本」 

「ウォーキングで健康に」 

「AIについて考える」 
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１２ アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスマップ 

豊前市立図書館 
 

〒828-0021 福岡県豊前市大字八屋１７７６-２ 

TEL：0979-82-6500，FAX：0979-84-1007 

Mail： librarybuzen@piano.ocn.ne.jp 
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