
〔１〕図書館

①　図書館のあゆみ

　中津における図書館は、慶応義塾3代目塾長を務めた小幡篤次郎の

遺言により、生誕地である殿町（現在の新中津市学校）の340坪の土

地と家屋･蔵書が寄贈され「中津図書館」として歴史が始まりました。

　明治42年（1909）の開館から3年後の明治45年（1912）には「財団

法人小幡記念図書館」と改称され、昭和22年（1947）には中津市に

移管され「中津市立小幡記念図書館」として現在に至っています。
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  おばた　とくじろう

小幡 篤次郎

創設期の図書館
移転前の図書館

（現在の新中津市学校）

明治 (1909) 11月14日 中津図書館が開館

(1912) 1月10日 財団法人小幡記念図書館と改称

昭和 （1938） 6月1日 小幡記念図書館 改装 （現在の新中津市学校の建物）

(1947) 1月1日 中津市に移管、中津市立小幡記念図書館となる

(1974) 6月16日 移動図書館車 運行開始

(1978) 2月20日 古文書解読書「市令録」第１輯刊行

(1979) 古文書講座「古文書を読む市民講座」開講

(1984) 12月1日 「中津藩歴史と風土」刊行開始

平成 (1993) 4月23日 現在地に新築・移転開館（図書館システム導入）

(1995) 10月25日 日本図書館協会 建築賞受賞

11月2日 ３代目移動図書館車“ハローブック号”運行開始

(1998) 3月30日 「中津藩歴史と風土」第18輯をもって刊行終了

4月23日 新築移転５周年記念行事開催

11月6日 公共建築１００選建設大臣賞受賞

図書館システム(パソコンに)変更

(1999) 3月 図書館ホームページ開設、インターネットで蔵書検索

4月 和蘭辞書「蘭語訳撰」購入

8月 京町駐車場 供用開始

(2003) 4月 図書館新築・移転開館１０周年

11月 インターネット予約受付開始
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17 年

19 年

21 年

24 年

25 年

26 年

27 年

28 年

29 年

30 年

31 年

平成 (2005) 1月 祝日開館 開始

3月 中津・下毛市町村合併　中津市立図書館が５館となる

（小幡記念図書館・三光図書館・本耶馬渓図書館・耶馬溪図書館・山国図書館）

10月 移動図書館車 ２台運行開始（旧下毛地域）

(2007) 3月 アートスペース中津 開始

(2009) 10月 図書館創立１００周年記念事業

(2012) 3月 図書館外壁全面改修（総工費7,529千円）

9月 移動図書館車 更新（旧中津地域）

(2013) 1月 ＩＣゲートシステム導入

4月 新聞記事ブラウジングシステム「ＫＥＮＢＵＮ」利用開始

11月 赤ちゃん絵本の読み聞かせ事業「はじめましてひらくっちゃん」開始

11月 図書館新築・移転開館２０周年事業

(2014) 4月 歴史小説「鳶の笛　黒田官兵衛と宇都宮一族との戦い」発刊

(2015) 9月 移動図書館車 更新（耶馬溪・山国地域）

10月 図書館システムバージョンアップ（自動貸出機２台導入）

(2016) 3月 小幡記念図書館 東側駐車場 共用開始

4月 開館時間 変更（延長）

(2017) 3月 移動図書館車 更新（三光・本耶馬渓地域）

6月 「郷土の作家資料室」開設

9月 「雑誌スポンサー制度」運用開始

11月 「あかちゃんタイム」開始

12月 英語多読コーナー「国際ソロプチミスト中津文庫」設置

(2018) 4月 子供の読書活動優秀実践図書館に対する文部科学大臣表彰受賞

11月 マタニティコーナー設置

5月 図書館移転２５周年記念事業

11月 「読書手帳」配布開始

移転前の図書館 閲覧室
（現在の新中津市学校）

移転前の図書館
新築落成式記念カード

(平成)
令和

(2019) 3月 「第２次中津市子ども読書推進実施計画」施行

4月 図書館創設１１０周年記念事業
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②図書館概要 （令和2年3月31日現在）

◆蔵書数

※ＡＶ：視聴覚資料

◆登録者数 46,311人

◆貸出状況

※ＢＭ：移動図書館車

◆広域登録利用状況

雑誌 ＡＶ資料 合計

小幡記念図書館 142,178 58,583 2,233 1,878

一般書

297 15,635

三 光 図 書 館 14,214 12,643 0

児童書 古文書

18,183 0 215 290

5,824 210,696

27,478

本耶馬渓図書館 7,340 7,733 0 265

279 342

43,390

山 国 図 書 館 34,130 20,446 0 315 1,850 56,741

耶 馬 溪図 書館 24,702

合　　計 222,564 117,588 2,233 2,952 8,603 353,940

平成30年度 平成31年度（令和元年度）

利用者
（人）

ＢＭ利用
（人）

貸出数
（冊）

ＢＭ貸出
（冊）

利用者
（人）

ＢＭ利用
（人）

貸出数
（冊）

ＢＭ貸出
（冊）

小幡記念図書館 96,181 6,297 409,446 23,164 88,468 5,136 380,225 20,125

三 光 図 書 館 8,753
2,983

36,822
14,361

7,604
2,985

32,273
14,154

本耶馬渓図書館 7,343 33,569 6,341 30,920

耶 馬 溪図 書館 4,789
2,640

19,043
13,597

14,801
11,601

山 国 図 書 館 3,563 14,407 3,380 14,658

513,287 51,122 109,375

3,582
2,051

10,172 472,877 45,880

合　　計 132,549 564,409 119,547 518,757

小 計 120,629 11,920

利用者数 貸出冊数 新規登録者数 予約冊数

宇 佐 市 1,815 6,840 19 844

豊 後 高 田 市 29 131 1 0

そ の 他 県 内 788 2,880 11 590

吉 富 町 2,753 10,420 25 667

上 毛 町 2,079 8,496 20 355

豊 前 市 2,683 10,497 37 597

そ の 他 県 外 198 754 8 41

合計 10,345 40,018 121 3,094
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③移動図書館車（ハローブック号）

◆県内の移動図書館車（ＢＭ）状況

ＢＭ台数 ＢＭ台数

◆中津市内の移動図書館車

　移動図書館車は、約3,000冊の図書を積んで小学校やコミュニティーセンターを中心に
市内を巡回しています。
　図書館と同じように貸し出しや返却をすることができるほか、市内の図書館で借りた
資料を移動図書館で返却することもできます。
　移動図書館車の運用台数は県内では最も多く、市内の各図書館に行くことができない
方々にも広く利用されています。

市町村 面積（㎡） 市町村 面積（㎡）

大分市 0 502.38 杵築市 0 280.08

別府市 1 125.34 宇佐市 2 439.05

中津市 3 491.53 豊後大野市 1 603.14

日田市 0 666.03 由布市 0 319.32

佐伯市 2 903.11 国東市 2 318.1

臼杵市 0 291.20 姫島村 1 6.99

津久見市 1 79.48 日出町 0 73.32

竹田市 0 477.53 九重町 0 271.37

豊後高田市 0 206.24 玖珠町 1 286.51

1

運行地域 中津地域

積載資料 約3,000冊

購入年度 平成２４年度

運行曜日 月・水・木・金曜日

専任職員 2名

2

運行地域 三光・本耶馬渓地域

積載資料 約2,000冊

購入年度 平成２８年度

運行曜日 月・水・木・金曜日

専任職員 1名

3

運行地域 耶馬溪・山国地域

積載資料 約2,500冊

購入年度 平成２７年度

運行曜日 月・水・木・金曜日

専任職員 1名
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◆移動図書館車の主な停留地

中津地域 三光・本耶馬渓地域 耶馬溪・山国地域

一ツ松 東九州短大付属幼稚園

西秣
池部住宅･西秣住宅･岸
ノ上地区･秣小学校･深
秣保育園･尾下集会所

永岩 永岩消防車庫前

犬丸
なのみ台団地・犬丸集会
所

津民

津民児童クラブ・津民診療所
前・上ノ川内・耶馬溪運輸車
庫前・栃自治公民館前・津民
小学校

今津
今津小学校・今津区集会
所・今津神事場・今津コ
ミュニティーセンター

原口

双葉ヶ丘幼稚園・ユタ
カ電気店・白木原自動
車・ヘルパーステー
ション花音

城井

戸原市営住宅前・もみじ園・
城井小学校・戸原分譲住宅・
三尾母公民館付近・三慧保育
園

植野 植野公民館 上秣 アメニティタウン

牛神 ガーデンヴィラおぐす
小袋

下小袋地区・小袋公民
館大貞 ややま園　大貞

下郷

下郷保育所・やすらぎ荘・黒
法師営農指導研究所・両畑バ
ス停前・樋山路バス停前・下
郷小学校・宮園住宅付近・雲
八幡宮付近・一ツ戸バス停付
近・鎌城・金吉生活改善セン
ター・伊福

大塚 八社神社 土田 牛ノ首集会所

大幡
大幡小学校・聖ヨゼフ
寮・大幡コミュニティー
センター・清浄園

臼木

土田集会所・グループ
ホームさつき・真坂小
学校・渋見地区・臼木
集会所・真坂保育園
（児童クラブ）

沖代 沖代公民館・沖代小学校
佐知

下佐知バス停付近・佐
知集会所

山移

山移公民館・山移診療所前・
鎌野集落交差点・百谷生活改
善センター・上百谷公民館・
藤木自治公民館

小楠
小楠コミュニティーセン
ター・小楠小学校・小楠
児童クラブひまわり

上田口 野地平地区

下田口
下田口集会所・小倉
谷・木崎橋金手 慶応アカデミー

深耶馬
もみじの湯・鹿鳴館駐車場・
家籠・寺小野・小柿山（光円
寺）・折戸温泉前

上如水 燦燦館　東なかつ
成恒

山口小学校・三光郵便
局・福祉センター上万田 上万田団地

北原
北原地区生活改善セン
ター

諌山 西小路地区・橋本商店
柿坂

ドライブレストアイビー前・
耶馬溪中学校

下秣
箭海荘・倉迫バス停付
近黒水 黒水生活改善センター

槻木

毛谷村・泉地区・坂内公民
館・山国工芸社・小原井バス
停（山国バス）付近・槻木診
療所・槻木郵便局前・高内農
事集会所・高内バス停付近

小祝 グループホーム小祝

鶴居文化センター

下深水
深水小学校・小路住
宅・古城橋付近古城 古城公務員住宅

五領 五領住宅 上深水 浪立宮下橋付近

県営　大悟法団地

榊原 榊原集会所 森山 修光円

下万田 下万田団地

樋田

上浜田住宅・麻野屋商
店前・屋形郵便局前・
下屋形恵良・冠石野お
堂の前・多志田ゲート
ボール場前・中島バス
停前・クワバラ理容店
付近・八千代保育園・
兎洞電気・下曽木市営
住宅・洞門の郷高瀬

いずみの園・豊寿園・悠
久の里

溝部

大曲生活改善センター付近・
草本公民館・溝部保育所・所
小野多目的集会施設・戸崎前
バス停・平小野生活改善セン
ター・草野発條製作所

如水
如水コミュニティーセン
ター・如水小学校・やや
ま園　如水

是則 東中津駅・如水こども園

三郷

出羽バス停付近・茸木バス停
付近・長小野公民館付近・重
尾公民館付近・山国中学校・
藤野木橋付近・春田地区生活
改善センター・大勢集会所・
中摩コミュニティーセン
ター・庄屋村生活改善セン
ター・真浄寺前ひろば・市平
地区集落センター・市平上２
バス停付近・奥畑橋付近・羽
高生活改善センター・三郷小
学校・みさと保育園・犬王丸
多目的集会所・両宮地区・中
摩コミュニティーセンター・
ウテリー山国

大悟法

和田

中央町 燦燦館　中央

上津

ＪＡ中津下毛農協裏(倉
庫前)・特別養護老人
ホームかえで・グルー
プホームあんず・万千
百園・羅漢下組・上津
小学校・高齢者福祉セ
ンター・御祖神社前・
折元神社・生活支援ハ
ウス本耶馬渓

角木 第一共同調理場

鶴居
鶴居小学校・鶴居コミュ
ニティーセンター

永添

諸田 諸田憩いの家

鍋島 鍋島拠点施設

野依 野依集会所

東浜 東浜ゲートボール駐車場

和田小学校・和田公民館

※ 上記の停留地一覧には、期間限定の場所も含まれます。

東谷
東谷つばき地区・大田
商店前・東谷地区老人
憩いの家・小野商店前三保

三保交流センター・三保
小学校

宮夫 玄々堂・深町団地

西谷

樋田小学校・西谷温泉
下･西谷郵便局前・桧木
地区・平原地区・下筈
林道入口
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④中津市立図書館（５館）案内

小幡記念図書館
住所 中津市1366-1

（片端町）

TEL 0979-22-0679

FAX 0979-24-3516

開館 9：00～19：00

面積 2,892㎡

三光公民館
住所 三光成恒437-2

（三光公民館内）

TEL 0979-43-2032

開館 10：00～18：00

面積 62㎡

本耶馬渓図書館
住所 本耶馬溪町曽木1800

（本耶馬渓公民館内）

TEL 0979-52-3033

開館 10：00～18：00

面積 43㎡

耶馬溪図書館
住所 耶馬溪町大字柿坂520

（耶馬溪公民館内）

TEL 0979-54-3111

開館 10：00～18：00

面積 435㎡

山国図書館
住所 山国町守実130

（コアやまくに内）

TEL 0979-62-2141

開館 10：00～18：00

面積 813㎡

休館日 ： 毎週火曜日、月末図書整理日、年末年始、特別整理期間など

164



◆小幡記念図書館　平面図

◆小幡記念図書館　館内案内図

１階

２階
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◆小幡記念図書館　研修室・視聴覚室

◎使用料

使用時間のうち30分未満の端数は切り捨て、30分以上1時間未満の端数は1時間として算定。

※ 使用料金は令和元年10月1日からの金額　

◎収容人数・備品

◎利用条件

・大音量を伴う催しは不可

・定常的な習い事などは不可

・図書館での催しとしてふさわしいもの

◎その他

部屋を連続して数日使用する場合、

19時に閉館しても料金は22時まで。

◎駐車場

・京町駐車場をご利用ください。

・図書館に隣接する駐車場の利用は

　ご遠慮ください。

◎研修室、視聴覚室の利用状況

回 人 回 人

回 人 回 人

回 人 回 人

回 人 回 人

回 人 回 人

回 人 回 人

回 人 回 人

回 人 回 人

※ 平成31年3月は、新型コロナウイルス感染症対策のため、閉館

区分 単位 室使用料 冷暖房使用料 摘　要

研修室 1時間当たり 1,320円 660円 　物品の展示説明販売等営利
を目的として使用する場合、
室使用料の20割に相当する額
を加算。視聴覚室 1時間当たり 1,100円 550円

備考

区分 人数 椅子 机

研修室

机 なし 220席
297脚

28台
（共通）

机 あり 約100席

２階席 88席 88脚(固定)

視聴覚室
机 なし 70席

74脚
机 あり 約30席

平成30年度 令和元年度

開催数 参加者 開催数 参加者

おはなし会 62 1,135 31 921
赤ちゃんおはなし会 12 401 11 307
展示会 85 7,364 37 3,967
講演会 14 1,789 7 633
映画会 32 363 30 383
読書会等 18 588 9 354
その他 48 1,780 50 1,369

合　　　　計 271 13,420 175 7,934
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⑤図書館業務以外の取り組み

◆一日図書館司書体験【市内小学生３０人】

◆小学生 社会見学【１１校：６２６人】

◆中学生 職場体験【７校：１２人】

◆夏休み工作あそび教室【参加者３５人】

◆８月夏休み期間　視聴覚室の学習スペース開放【利用者２００人】

◆読書週間イベント「読書＆音楽会」開催

　図書館での接客・作業体験を通して図書館の意義や資料の利用方法などを知ってもらい、子
どもたちが図書館をより身近に感じるようにと各小学校へ呼びかけ、毎年 夏休みを利用して児
童が一日図書館員の体験をしています。

　市内および近隣市の小学校より社会見学の受け入れをし、図書館の歴史や利用方法の説明の
ほか、図書館を身近に感じてもらうため、館内各コーナーを案内し、閉架書庫の見学などして
もらっています。

　市内および近隣市町村の中学校より依頼を受け、２日間にわたる職場体験実習を行いまし
た。窓口カウンター業務や本の修理、本をもとの場所に戻す配架作業などの実習をしてもらい
ます。

　市内の小学生を対象に夏休みイベントを行っています。令和元年度は、自然に親しみ、読書
に欠かせない想像力を養うネイチャークラフト教室を開催。絵本の読み聞かせ後、ネイチャー
クラフト、バードコール、勾玉作りを楽しみました。

　８月の夏休み期間中の開館日を、学習スペースとして学生に開放しました。
　（図書館行事がある場合は行事を優先）

読書＆音楽会 夏休み工作遊び教室

　読書週間行事として、音楽と読書を楽しめる「読書＆音楽会」を開催しました。
　第一部では、小幡記念図書館の視聴覚室で楽器の生演奏とコラボレーションした大型絵本の
読み語りや、影絵にあわせた童謡の演奏をし、第二部では、館内でヴァイオリンやピアノの生
演奏を行い、館内は美しい音楽につつまれて一夜限りの演奏会を楽しみました。

167



◆学校図書館との連携

◆「読書手帳」配布

◆あかちゃんタイム・赤ちゃんおはなし会

◆赤ちゃん絵本の読み聞かせ事業

◆マタニティコーナー

　小学校からの要望に基づき、授業で活用する本や学習資料として図書館資料を提供するほ
か、除籍本の学校での有効活用も行っています。

　図書館で読んだ本を楽しみながら自分で記録することができる、手作りの「読書手帳」を作
成して配布しています。

　小さな子どもを連れた方にも気兼ねなく図書館を利用してもらうための時間として「あか
ちゃんタイム」を設定し、ボランティアや職員で赤ちゃんのお世話や見守りをしています。
　「赤ちゃんおはなし会」では、わらべうたを中心に、親子でふれあう遊びや絵本の読み聞か
せを行なっています。

　赤ちゃんの頃から絵本に親しんで図書館を身近に感じてもらい、親子が絵本を通して学び、
つながりを深めるきっかけづくりを目的として、７ヶ月児健診の受診時、それぞれの親子に絵
本の読み聞かせを行い、絵本を２冊プレゼントしています。

おたのしみ おはなし会 読書手帳

　妊娠中の方、赤ちゃん連れの方がゆっくりくつろげる優先席として、妊娠・出産・育児書の
本棚の近くにソファーを設置しています。

あかちゃんタイム マタニティコーナー
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