
〔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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5 年
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11 年

15 年 (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

4月 和蘭辞書「蘭語訳撰」購入

8月 京町駐車場 供用開始

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

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

(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

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

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

  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
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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)

元 年

2 年

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

(2020) 3月～5月 新型コロナウイルス感染拡大により臨時休館

9月 図書館システムバージョンアップ

(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

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

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

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

(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

(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）

(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）

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

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

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

(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）

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

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）
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②図書館概要 （令和3年3月31日現在）

◆蔵書数

ＢＭ含む

※ＢＭ：移動図書館車

※ＡＶ：視聴覚資料

◆登録者数 47,539人

◆貸出状況

◆広域登録利用状況

合計 8,118 36,095 108 3,828

豊 前 市 2,103 9,461 20 732

そ の 他 県 外 197 1,070 3 117

吉 富 町 1,785 7,662 14 672

上 毛 町 1,572 7,669 11 569

豊 後 高 田 市 228 456 4 84

そ の 他 県 内 971 3,623 9 839

利用者数 貸出冊数 新規登録者数 予約冊数

宇 佐 市 1,262 6,154 47 815

349,427 41,570

合　　計 119,547 518,757 80,384 390,997

小 計 109,372 10,175 472,877 45,880 70,771

2,251
1,623

9,613

9,382
8,733

山 国 図 書 館 3,380 14,658 3,093 15,008

本耶馬渓図書館 6,338 30,920 4,688 24,815

耶馬 溪図 書館 3,582
2,051

14,801
11,601

19,414

三 光 図 書 館 7,604
2,988

32,273
14,154

6,482
2,937

31,319
13,423

貸出数
（冊）

ＢＭ貸出
（冊）

小幡記念図書館 88,468 5,136 380,225 20,125 54,257 5,053 268,903

352,547

平成31年度（令和元年度） 令和２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）

合　　計 221,003 118,008 2,233 3,034 8,269

44,319

山 国 図 書 館 34,226 20,318 0 329 1,423 56,296

耶馬 溪図 書館 25,170

207,667

27,582

本耶馬渓図書館 7,799 8,272 0 287

286 370

児童書 古文書

18,624 0 212 313

5,838

325 16,683

三 光 図 書 館 13,957 12,969 0

雑誌 ＡＶ資料 合計

小幡記念図書館 139,851 57,825 2,233 1,920

一般書
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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

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

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

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

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

豊後高田市 0 206.24 玖珠町 1 286.60

竹田市 0 477.53 九重町 0 271.37

津久見市 1 79.48 日出町 0 73.26

臼杵市 0 291.20 姫島村 1 6.99

佐伯市 2 903.14 国東市 2 318.10

日田市 0 666.03 由布市 0 319.32

中津市 3 491.44 豊後大野市 1 603.14

別府市 1 125.34 宇佐市 2 439.05

市町村 面積（k㎡） 市町村 面積（k㎡）

大分市 0 502.39 杵築市 0 280.08

　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。
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◆移動図書館車の主な停留地

和田小学校・旧和田公民
館・和田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

※ 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・雲谷
寺前・平原地区・下筈
林道入口

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

中央町
燦燦館　中央・双葉中央
こども園

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
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・長尾野公民館付近・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

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 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

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・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

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

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

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）

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

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・栃木自治公民館前・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

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
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④中津市立図書館（５館）案内 ※三光図書館～山国図書館地図変更してます。

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

山国図書館
住所 山国町守実130

（コアやまくに内）

TEL 0979-62-2141

0979-54-3111

開館 10：00～18：00

面積 435㎡

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

（本耶馬渓公民館内）

TEL 0979-52-3033

開館 10：00～18：00

開館 10：00～18：00

面積 62㎡

本耶馬渓図書館
住所 本耶馬渓町曽木1800

住所 三光成恒437-2

（三光公民館内）

TEL 0979-43-2032

0979-24-3516

開館 9：00～19：00

面積 2,893㎡

三光図書館

小幡記念図書館
住所 中津市1366-1

（片端町）

TEL 0979-22-0679

FAX
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◆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

返却ポスト

返
却
ポ
ス
ト

自動ドア

外 階 段

紙芝居 ヤングアダルト 大型本

6

絵本 絵本 児童書

中津ゆかりの人 マタニティコーナー

無料パンフレット
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本
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コ
ー

ナ
ー

作業員
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階
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15 15

資料室

段

多目的

トイレ
倉庫

ロ
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ロ

ッ

カ

ー
湯沸室

休憩室 館長室

14

PC室

事務室

女子トイレ

事務室廊下

13

小幡篤次

郎記念展

示室

紙芝居

コーナー

ＫＥＮＢＵＮ

新聞記事ブラウジングシス

日本文学（10～12近代小説）（13～14近代随筆）

文庫本

事典・図書館・論文・ジャーナリズム

宗教・哲学・心理学・歴史

地理・紀行・伝記・政治学・法律・経済

社会学・財政・統計・教育学・民族・国防

生物・植物・数学・物理・科学・動物学・医学

機械・電気・技術・建築・化学工業・家政学

郷土史

農業・園芸・芸術・絵画・音楽・演劇

スポーツ・娯楽・言語・文学

10～14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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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。

◎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

回 人 回 人

※ 令和2年3月～5月は、新型コロナウイルス感染症対策のため、閉館

合　　　　計 186 8,499 160 6,418

その他 50 1,369 23 1,132

読書会等 9 354 7 242

映画会 30 383 31 197

講演会 7 633 2 79

展示会 37 3,967 52 3,823

赤ちゃん絵本事業 11 565 11 592

赤ちゃんおはなし会 11 307 8 105

おはなし会 31 921 26 248

約30席

令和元年度 令和２年度

開催数 参加者 開催数 参加者

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

備考

区分 人数 椅子 机

研修室

机 なし 220席
297脚

28台
（共通）

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

区分 単位 室使用料 冷暖房使用料
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⑤図書館業務以外の取り組み

◆夏休み図書館バックヤード見学【参加者：９校２６人】

◆小学生社会見学【参加者：５校１６７人】

◆夏の工作教室【参加者：２０人】

◆学校図書館との連携

◆リサイクル図書（除籍本）無料配布

夏の工作教室 リサイクル図書（除籍本）無料配布

　例年「一日図書館員体験」を実施していましたが、コロナ禍で実施が難しかったため、
「バックヤード見学」として児童どおしで本の貸出返却のシュミレーションや本のフィルム
コーティングなど図書館の仕事を体験してもらいました。

　市内小学校より社会見学の受入れを行い、図書館の歴史や、利用方法を聞いてもらい、図書
館を身近に感じてもらうため館内各コーナーや普段は見ることのできない閉架書庫の見学を行
いました。

市内小学生を対象に夏休みイベントを行っています。令和２年度は、図書館に所蔵している本
を使った「ポップアップカード」の作成、本のカバーを使った「オリジナルバッグ」の作成、
「フィルムコーティング体験」、マスキングテープなどでデコレーションした「しおり」づく
りをとおして、楽しみながら本にふれあうきっかけづくりを行いました。

　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。

　除籍本の再利用促進のため、図書無料配布を行っています。
　たくさんの方に本に親しんでいただくため、通常は館内の限られたコーナーで行っています
が、令和２年度は研修室の広いエリアに展示し、新型コロナウイルス感染症防止対策を行いな
がら開催しました。
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◆「図書館コンサート」開催【参加者：９０人】

◆「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

図書館コンサート マタニティコーナー

おはなし会 読書手帳

　新型コロナウイルス感染症防止のため、今年度は広い研修室で対策を行いながらヴァイオリ
ンとピアノの生演奏コンサートを開催しました。
　会場内のスクリーンには演奏曲の説明や映像も写し、音楽と図書をコラボレーションさせた
「図書館クイズ」も実施しました。

　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。※
令和２年度は新型コロナウイルス感染症防止のため休止
　「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。

　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。
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