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１．筑後市の紹介

筑後市は、筑後平野の中央に位置する田園都市です。博多からＪＲ鹿児島本線を利用すると約４５

分、九州新幹線を利用すると約２４分、車で九州自動車道（八女インターチェンジ）を利用すると約

１時間の距離にあります。

昭和２９年４月に、羽犬塚町、水田村、古川村、岡山村（一部）が合併して筑後市が誕生しました。

その後、三潴郡西牟田町と八女郡下広川村の一部を編入合併し、現在に至っています。市域は東西７．

５㎞、南北８．２㎞、面積４１．７８平方キロメートルのほぼ平坦な土地です。

温暖な気候と肥沃な土地、恵まれた水を利用して、古くから米、麦、梨、ブドウ、茶をはじめとす

る農業を基幹産業とした地域です。また、伝統工芸品である久留米絣は市を代表する特産品であり、

広くその名が知られています。

市街地は、ＪＲ羽犬塚駅と国道２０９号線、国道４４２号沿線を中心に形成されており、南部には

八女市の山間部を源とする清流矢部川が流れています。矢部川河畔には、観光のメインスポットであ

る船小屋温泉郷があり、船小屋の湯は日本有数の炭酸含有量を誇っています。平成２３年３月には、

九州新幹線「筑後船小屋駅」が開業し、２８年３月には、プロ野球球団ソフトバンクホークスのファ

ーム本拠地「ＨＡＷＫＳベースボールパーク筑後」がオープンしました。

面 積 ４１．７８ｋ㎡（国土地理院調査）

人 口 ４９，４４７ 人（住民基本台帳より令和 2年 3月 31日現在）
世帯数 １９，８９９世帯（住民基本台帳より令和 2年 3月 31日現在）
市の花 サザンカ

市の木 クスノキ



2．筑後市立図書館（中央公民館図書室）の沿革

中央公民館図書室は、昭和２９年、町村合併により各町村の公民館付属の図書を引き継いで設けら

れ、旧羽犬塚町役場の一部を利用していた。

昭和３７年６月、現本庁舎の南側に、近隣に先駆けて中央公民館が設置され、ここに開架式の図書

室、司書職員を置いた。

昭和５６年５月、勤労婦人センター（愛称サンコア）が開設し、４１６㎡の図書室が設けられた。

特に、子供向けのスペースを大きく取り、蔵書数は全体の半分近くを占めるほどであった。

平成１４年度には、図書館建設研究委員会より「市立図書館の建設にあたっての基本事項の諮問」

に対する答申がなされた。

平成１７年１月、多大な財政負担を伴う図書館建設によらず、現在の財政状況下で可能な図書行政

の充実を図ることを検討する「図書行政推進委員会」が設置され、平成１８年３月に「市長に対して

７つの提言」が行われる。この提言を受け、様々な改善を行った結果、市民サービスの質及び市民満

足度が向上した。

平成２３年１２月１日、文部科学省の交付金を利用して公民館図書室を増築し、市立図書館となり

現在に至る。

昭和５６年 ５月 サンコア内に移転

団体貸出開始（読書会、学校、デイサービスなど）

福岡県立図書館の県文庫貸出の拠点となる（市内の小学校）

布の絵本講座及び子どもの本の講座開始

平成１２年１０月 電算システム開始（フィルムルックス『The図書館』）
平成１３年 ９月 開館時間の延長開始（木・金は午後８時まで）

平成１４年 ４月 広域（八女市・筑後市・八女郡）貸出開始

１１月 『おはなしボランティア』結成

『おはなしの時間』開始（毎月第４土曜日）

平成１６年 ２月 ブックスタート開始（毎月１０か月健診）

『ブックスタートボランティア』結成

平成１７年 ４月 筑後市図書行政推進委員会発足

平成１８年 ３月 「筑後市図書行政推進委員会」答申書の提出

４月 提言を受けて図書室長の配置。司書１人増員

６月 市内小中学校へ定期的な団体貸出開始（年３回）

７月 毎週土曜日 おはなし会実施（午前１１時から）

１０月 「公民館図書室を支える会」発足（愛称 たんけん隊）

読書週間開始

１２月 「読書のつどい」絵本作家 川端誠氏講演

たんけん隊による巨大クリスマスツリー等の設置開始

平成１９年 ４月 こども読書週間での図書館員体験などイベント開始

図書受入先大阪屋からＴＲＣへ変更

筑後北小親子読書会「ぼちぼち」赤ちゃんおはなし会開始

６月 司書１名増員

７月 図書館システム更新（ＢＣＣ）

１０月 図書室ホームページ開設



１２月 「読書のつどい」昆虫写真家 栗林慧氏講演

たんけん隊巨大クリスマスリース及びブーツ作成展示

平成２０年 １月 インターネット予約開始

４月 ブックスタート事業変更（４月から９月まで月２回実施）

１０か月健診時から４か月健診時に移行

６月 高学年向けおはなし会のための勉強会開始（第２土曜日）

７月 筑後市子育て支援拠点施設「おひさまハウス」オープンに伴い、図書室サービス

開始 常設書架 ４００冊貸出

毎月第１・３木曜日 おはなし会開始

毎月第３木曜日 出張貸出サービス開始

８月 おはなしボランティア「グーチョキパー」発足

１０か月健診時に「絵本コーナー」読書相談開始

１２月 「読書のつどい」絵本作家 よしながこうたく氏講演

平成２１年 ５月 「おはなし会ステップアップ講座」（全４回）

開館時間の変更（火～土は１０時～１９時、日曜日は９時～１７時）

６月 司書３名増員

７月 筑後市子育て支援拠点施設「おひさまハウス」へ返却ポスト設置

９月 中央公民館との共催講座「指人形をつくってみよう」（全２回）

１０月「ゆっくり読書タイム」開始

筑後市子育て支援拠点施設「おひさまハウス」での出張貸出サービスを毎月第

１・３木曜日の月２回に拡充

１１月 「読書のつどい」セラピスト内海義彦氏「読み聞かせと読書を科学する」講演

平成２２年 （国民読書年）

１月 ブックスタートボランティア研修会

子どもの本屋「ピピン」岩永光子氏講演

演題「地域のこどもたちに本を届けるために」

２月 図書室広報誌「ちっごツタエル」発行開始(年３回)
８月 「戦争体験語り部」 城戸真子氏

「ダンボールコンポスト教室」（全２回）井ノ口久美子氏

「読書ボランティア養成講座」（全２回）白根恵子氏

１０月 文学講座（Ｌｅｔｓ ＨＡＫＵＳＨＵ）「童謡に見る北原白秋の素顔」（全４回）

１２月 ゆめ基金助成金をうけてボランティアによる講演会

「恐竜おもしろ教室」たかしよいち氏

読書会による「絵本カーニバル」「絵本マラソン」開始

平成２３年 １月 イラスト講座「おはなしの世界を描こう」（全２回）古賀映見氏

２月 「長谷川義史絵本ライブＩＮちくご」

５月 ゆっくりシリーズ<読書タイム・シネマタイム>男女共同推進参画室との共催開始
６月 ヤングアダルトイラスト講座（全２回）

１１月 開館準備のため休館

１１月 図書館開館記念講演会「読むことは、生きること」柳田邦男氏(27日)
１２月 筑後市立図書館開館(1日)
１２月 幼稚園・保育所(園)への団体貸出開始

ゆめ基金助成金をうけてボランティアによる講演会

「昔ばなしを読み解く」口承文芸学者 小澤俊夫氏



平成２４年 ２月 永井郁子ＩＮちくご「うたっておどってファンタジーの世界へ」及び原画展

＊福島県南相馬市立図書館へ

開館記念事業で集めた支援金で購入した児童書３９冊を寄贈

３月 図書館ボランティア有志による

「おじいちゃん おばあちゃんのためのおはなし会」

4月 雑誌スポンサー制度開始

７月・８月 「なるには講座」中高生向けの職業案内講座（全６回）

１０月 図書館ボランティア有志による「大人のためのお話し会」開始

１０月・１１月 古典講座「感じて触れて楽しむ 源氏物語の世界へ」（全５回）

１１月 「しんぱいごむよう！ももんちゃんといっしょ」

絵本作家講演会 とよたかずひこ氏

平成２５年 ２月 「あさのあつこＩＮちくご」作家あさのあつこ氏トークショー

４月 祝日開館開始

(９月２日～１０月１１日 耐震工事の為 休館)
１０月 「百人一首講座」、「なるには講座」（全６回）開催

「「図書館川柳」募集

１１月 「ちくごいきいき宅配便」を利用して宅配サービス開始

１２月 図書館開館記念事業「絵本サミット」

宮西達也氏 （絵本作家）、羽賀稔 氏 （鈴木出版編集長）

広瀬恒子氏 （親子読書地域文庫全国連絡会代表）

平成２６年 ２月 子ども育成ボランティアほん deまつりによる講演会
「ぼくは、カメラマン」津田堅之介氏

「雑誌付録プレゼント」開始

５月 「家族でシネマタイム」開始

７月 「ちくごワークキャンパス 図書館司書講座」

８月 「なるには講座」（全７回）、「家族でシネマタイム」

１０月 「六回で読む枕草子講座」

平成２７年 １月 図書館開館記念トークショー「和田竜 筑後に参上！」

２月 「おりがみ講座」（全２回）

７月 「なるには講座」（全３回）

８月 「南京玉すだれ&ミニブリッジ体験講座」
１０月～１１月 ＳＮＳ講座（全３回）

１０月～１２月 文学講座「源氏物語拾い読み」

１１月 図書館開館記念事業「安武信吾講演会」

平成２８年 １月 本の福袋開始

１月～２月 「おりがみ講座」（全３回）

２月 伊藤比呂美講演会 「比呂美の万事ＯＫ ＩＮ 筑後」

４月 「ホークス選手の背番号で覚える（本の住所）」読書スタンプラリー

７月～８月 「自由研究おたすけ隊」開始

１０月 英語版・日本語版 絵本セット貸出開始

英語のおはなし会開始

「復興支援！ブンガク GO」10個のスタンプを集めよう
１１月 開館 5周年記念事業「東山彰良 in筑後」
１２月 開館 5周年記念 ボランティア主催イベント「おめでとう！筑後市立図書館

平成２９年 ２月 「くすのきしげのり」講演会 うちどく事業・ブックスタートボランティア研修



平成２９年 ３月 くらしお役立ち講座「野菜作りのコツと裏ワザ」

４月 チャイルドライブラリアン育成開始

７月 本 de恋活開始（７月１１月２回実施）
７月 夢発見！「なるには講座」（鉄道員・プロ野球選手・地方公務員・社会福祉士）

７月 夏休み自由研究お助け隊（全２回）

１０月 大人の読書塾

１０月～１２月 文学講座「藤壷の変貌」（全６回講座）

１１月 ちっご読書会立ち上げ後毎月第４火曜日開催定着（１１月・１月・２月・３月 ）

１２月 開館６周年記念事業テーマ「読む楽しみ伝える読書」

筑後市出身 紫原明子講演会＆トークショー

平成３０年 ２月 絵本作家「どいかや」氏 講演会

（うちどく事業・ブックスタートボランティア研修）

２月 粕屋町立図書館友の会粕屋フォーラムにおいて筑後市の事例講演

３月 小郡市市制４５周年・小郡市立図書館開館３０周年記念

ブックスタートワークショップにて筑後市の事例発表

４月 文部科学大臣表彰（子どもの読書活動充実優秀実践図書館）

４月 ドクハ deビンゴ・チャイルドライブラリアン育成
５月 図書館でボードゲーム開始（全４回）

５月 武雄市立図書館において筑後市の事例講演

６月 図書館で認知症かふぇ（全５回 偶数月最終水曜）

７月 本 de恋活開始（７月１２月２回実施）
７月 夢発見！「なるには講座」（ゲームクリエーター・地方公務員・小説家）

７月 夏休み自由研究お助け隊（全２回）

１１月 いまから！終活・ちっごライブラリアン養成講座

平成３１年 ２月 しあわせＵＰ講座開始「図書館でストレッチ」

平成３１年 ３月 絵本作家「塚本やすし in筑後～お話し会とライブペインティング」
４月 ドクハ deビンゴ・チャイルドライブラリアン育成

令和元年 ５月 図書館でボードゲーム開始（全５回）

６月 図書館で認知症かふぇ（全５回 偶数月第４水曜）

７月 本 de恋活開始（７月１１月２回実施）
７月 夢発見！「なるには講座」（保育士・公務員・漫画家・アナウンサー）

７月 夏休み自由研究お助け隊（全２回）

１０月 読書通帳導入

１１月 黒川みつひろＩＮ筑後～親子で楽しむお話会～「恐竜博士になろう」

１１月 しあわせＵＰ講座「少しの気遣いで糖尿病予防」

１２月 久留米大学 音成先生による「認知症講演会」

令和２年 ３月 3日連続ミニシアター（おしりたんてい上映権付 DVD）
在架インターネット予約開始（コロナ感染症対応のため）



３．図書館の概要（平成 31年度） 

 

(1) 所 在 地  筑後市大字山ノ井８９９番地 

 

(2) 設置年月日  平成２３年１２月１日 新館増築（勤労者家庭支援施設より分離） 

 

(3) 面 積  ７５２㎡（旧館４１６㎡、新館３３６㎡） 

 

(4) 建 物  サンコアの１階西側が旧館、その南側に新館。 

 

(5) 職 員   

 

  教育委員会部局 

  教育長 － 教育次長 － 図書館長 － 事務長 － 係長 － 主任（司書 1 名） － 司書（6 名）  

           （非常勤特別職）            （非常勤一般職）  （非常勤一般職） 

            ※事務長は、社会教育課長兼務 

  

(6) 開 館 時 間  午前９時３０分～午後７時（火・水・木・金・土曜日） 

           午前９時～午後５時（日曜日・祝日） 

＊平成２５年度から祝日開館 

 

(7) 休 館 日  月曜日、最終金曜日 

年末年始（１２月２９日から１月３日）・蔵書点検期間（約２週間） 

 

(8) 図書の貸出 

○個人貸出 

図書・雑誌・紙芝居等 １人 ２０冊まで １４日間 

ビデオ・ＤＶＤ １人 ２本まで １４日間 

 

 ○団体貸出 

団 体 名 貸出数 期   間 

一般団体 無制限 １か月 

幼稚園・保育所(園) セット貸出 約２か月 

学童保育所 セット貸出 約２か月 

市内学校図書館 無制限 約２か月 

 

(9) 広 報 

『広報ちくご』図書館だより 月１回掲載 

『筑後市立図書館ホームページ』 週１回更新 

図書館広報紙『ちっごツタエル』  年３回発行 

 



４．　主要な事業報告

(市立図書館)

事業の概要及び目的 開催時期 実　　績

1 ドクハｄｅビンゴ

　ビンゴカードに、読んだ本の分
類の数字や絵本のシールの色の
箇所にスタンプを押し、ビンゴに
なったら感想を書き、感想と引き
換えにプレゼントを配付する。
　この取り組みでたくさんの本と
の出会いを作る。

   4月3日
　　　～5月13日

参加者214人
（プレゼント配布数）

2
あつまれ！チャイルド
ライブラリアン

・カウンターで貸出・返却体験
・本の修理・整理
・絵本の読み聞かせ体験
　体験後も年間を通して活動して
もらい、チャイルドライブラリアン
として養成する。

4月27・28日
5月11・12日

参加者6人
１年間延活動回数23回

3 図書館でボードゲーム

　さまざまな世代でボードゲーム
を楽しむことで、コミュニケーショ
ン力を養う場を提供し、来館者の
新規開拓を行う。

5月18日 参加者69人

4 スペシャルおはなし会
　ちくご読書の会「ぺえじ」と図書
館職員による、絵本の読み聞か
せやパネルシアターなどを実施。

5月11日
子ども27人、大人33人
参加者合計60人

5
英語のおはなし会スペ
シャル

英語の読書ボランティア「SMILE
GARDEN」によるお話会。人型ロ
ボットによる大型絵本の読み聞
かせも行う。英語の歌や手遊び
も参加者と一緒に楽しむ。

5月18日
子ども57人、大人51人
参加者合計108人

6

　本好きの皆さんが、各自お薦め
の本を持ち寄り、グループ紹介し
た後で全体交流を行う。本を媒体
に出会いの場をつくる。

7月13日
11月23日

両日とも、男性女性ともに
7人ずつの14人で開催
ボランティアスタッフ5～8人
参加者合計41人

7

　中高生とその保護者を対象。
　専門家を招いて実際の仕事に
ついて話を聞き、将来の自分探し
のきっかけをつくる。

7月30日
　　～8月1日

7/26ブックスタート体験塾
　　　　　　　　　　　…14人
7/30公務員・保育士講座
　　　　　　　　　　　　…46人
7/31漫画家講座…65人
8/1アナウンサー講座
　　　　　　　　　　　　…35人

参加者合計160人

8

　夏休みの自由研究対策として、
司書と元小学校教諭が図書館資
料を使ってアドバイスをする。
　この機会に図書館利用方法の
習得をねらいとする。

7月20日
 　  28日

参加者29人

本
　
　
の
　
　
講
　
　
座

子
ど
も
の
読
書
週
間
事
業

平成３１年度　筑後市立図書館事業報告

事　業　名

なるには講座

夏休み特別企画
｢自由研究おたすけ隊｣

本de恋活



事業の概要及び目的 開催時期 実　　績

9
黒川みつひろIN筑後

～親子で楽しむお話会～
「恐竜博士になろう！」

　講師自身による読み聞かせ
や恐竜、化石タッチや恐竜の数
が増える手品など参加型の楽し
い講演を実施した。

11月10日 参加者122人

10 しあわせＵＰ講座

　昨年度の「図書館でストレッチ」
に続き、「少しの気遣いで糖尿病
予防」を実施。健康づくり課の保
健師と栄養士を招き、参加者の
相談を中心に意見交換を行っ
た。

11月28日 参加者合計7人

11
ちっごライブラリアン
講座

　大人向けの司書講座３種類。
　新たな世代のボランティアを養
成することで、地域の活性化や、
図書館の充実をめざす。

11月26日
　  　27日

参加者数7人
１年間延活動回数114回

12
秋の読書週間
その他事業

　読書週間を利用して、小学校読
書会や図書室ボランティア団体と
協働し、絵本の紹介やおはなし
会を企画・実施した。

   10月27日
  　  ～ 11月9日

・絵本カーニバル
　（10/23～12/28）
　読書会等の協力による絵
本・児童書等のテーマ展示
　（10団体参加）

13

　大人の読書塾。
　本ｄｅ恋活で出逢った男女を中
心に発足。毎月第4火曜日に実
施。

毎月第4火曜日
合計10回開催

参加者123人

14

　認知症に関する図書館の蔵書
を活用し、地域包括支援センター
や高齢者支援課と連携し健康寿
命の知識を深める。

偶数月第4水曜日
5回

参加者89人

15

　文字や言葉のゲームや、多世
代が楽しくコミュニケーションが取
れるゲームを体験することで、図
書館の地域交流の場としての機
能を果たす。

8月17日
10月26日
12月21日
2月22日

参加者177人

16

　子育て中の保護者へのサービ
ス。託児スタッフが子どもを見て
いる間に、ゆっくり図書館を利用
していただく。絵本相談も同時開
催。

10回 参加親子140人

17

　各小学校の読書会代表者と図
書館ボランティアグループの代表
者に加え、学校司書と図書館の
連携を図る。

6月11日
10月9日

参加者35人

18

　平成18年10月から活動開始。
　現在は、図書館の課題を共に
考え、一緒に改善している。本の
修理も定期的に行っている。

9回 参加者5４人

19

　本の読み聞かせを通して、子ど
もたちに知ること・学ぶこと・発見
することの楽しさを伝え、子ども
の育成を図るグループ。わらべう
た講習会やボランティア養成講
座など開催。

15回 参加者105人

本の講座 参加人数合計 1,546人

図書館で認知症かふぇ

事　業　名

本
の
講
座

秋
の
読
書
週
間
事
業

ほんdeまつり
実行委員会

図書館を支える会

ゆっくり読書タイム

小学校読書会
ボランティア代表者会

大人の読書会

図書館でボードゲーム



事業の概要及び目的 開催時期 実　　績

20

　絵本・紙芝居・ストーリーテリン
グ（素ばなし）など、あらゆる媒体
を通して読書の楽しさや大切さを
伝える。

毎週土曜日
第1・3木曜日

夏・冬イベント

10月・12月の2回

実施回数…60回
参加者数…1,057人

夏のおはなし会（8月4日）
　　　　　　　　　　 …198人
冬のおはなし会（12月7日）
　　　　　　　　　　…69人
大人のためのおはなし会
　　　　　　　　　　…57人

おはなし会 参加人数 1,381人

事業の概要及び目的 開催時期 実　　績

21

　4ヵ月児健診時に、絵本を通し
た親子のふれあいの楽しさを伝
え、赤ちゃんの健全な心の成長
を図る。また、子育て支援情報を
提供し、地域で安心して子育てが
できるように図る。

毎月第4金曜日 配付人数…420人

22
　ブックスタートボランティアの養
成と技術の向上を図る。ボラン
ティアの拡充を図る。

2月28日 参加者17人

ブックスタート 参加人数合計 437人

事業の概要及び目的 開催時期 実　　績

23

　図書館に来館することが困難な
人や病気療養中や育児中の人な
どに、ちくごいきいき宅配便事業
と連携して宅配サービスを実施
する。

通年
利用者23人
利用回数 290回
貸出冊数1,707冊

総参加者数 参加人数合計 3,387人

おはなし会

夏と冬のおはなし会

大人のためのおはなし会

ブックスタートボランティア研修
会

ブックスタート

事　業　名

事　業　名

宅配サービス

事　業　名



5.　利用統計

　(1)　貸出冊数 （冊）

年　度 一般書 児童書 絵本 紙芝居 雑誌 ＡＶ資料 コミック 合　計

Ｈ27年度 132,264 48,961 75,664 5,327 18,387 6,119 19,640 306,362

Ｈ28年度 135,247 48,680 76,222 5,496 18,239 5,824 19,231 308,939

Ｈ29年度 141,702 50,032 83,251 6,063 17,635 7,283 22,277 328,243

Ｈ30年度 156,037 53,113 88,256 5,589 18,717 7,222 24,099 353,033

Ｈ31年度 144,515 53,262 84,921 5,248 16,324 7,032 22,036 333,338

　(2)　団体貸出等 （冊）

年　度 小学校 中学校
おひさまハ
ウス等 その他 合　計

Ｈ27年度 4,918 1,063 24,607 22,637 53,225

Ｈ28年度 6,051 2,844 23,160 24,699 56,754

Ｈ29年度 6,806 3,314 20,426 30,927 61,473

Ｈ30年度 7,537 3,564 35,484 30,044 76,629

Ｈ31年度 6,247 3,087 34,134 32,521 75,989

　(3)　蔵書冊数 （冊）

年　度 一般書 児童書
絵本・
紙芝居

雑誌 ＡＶ資料 郷土 コミック 計

Ｈ27年度 66,354 23,769 18,068 6,359 1,290 312 2,134 118,286

Ｈ28年度 70,962 25,132 19,229 6,133 1,347 350 2,171 125,324

Ｈ29年度 76,117 25,901 20,032 6,634 1,442 371 2,267 132,764

Ｈ30年度 78,277 26,521 20,600 6,640 1,487 391 2,444 136,360

Ｈ31年度 81,524 27,745 21,461 7,051 1,596 412 2,598 142,387

　(4)　統計指数

区分 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

① 49,143 49,170 49,173 49,447

② 14,643 14,615 15,445 14,254

③ 308,939 328,243 353,033 333,338

④ 125,324 132,764 136,360 142,387

②÷①×100 29.8 29.7 31.4 28.8

③÷② 21.1 22.5 22.9 23.4

③÷① 6.3 6.7 7.2 6.7

④÷① 2.6 2.7 2.8 2.9

③÷④ 2.5 2.5 2.6 2.3

※平成26年度から、過去6年間利用がない登録者を除籍している。

　(5)　団体登録数 （団体）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

256 256 291 185 184

※利用規制を設けたため、除籍団体あり。

年　　度

団体登録数

項　　　　　　　　　　目

サ
ー

ビ
ス
指
数

登 録 率 （ ％ ）

登 録 者 １ 人 当 貸 出 冊 数

市 民 １ 人 当 貸 出 冊 数

市 民 １ 人 当 蔵 書 冊 数

蔵 書 回 転 率

基
礎
数
値

人 口

登 録 者 数

貸 出 冊 数

蔵 書 冊 数



　(6)　リクエスト件数 （件）

H27年度 2,440 870 595 56 1,133 1,146 6,240

H28年度 2,454 925 522 22 1,303 1,209 6,435

H29年度 2,491 1,024 531 42 1,175 1,230 6,493

H30年度 2,375 1,156 626 56 1,181 1,373 6,767

H31年度 2,320 764 631 37 977 4,799 9,528

　(7)　レファレンス件数 (件）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

8,368 7,934 7,103 6,674 6,542 5,426

　(8)　資料費 (円）

一般図書 児童図書 新聞 雑誌・その他 視聴覚資料 合計

H31年度 6,437,655 2,378,072 244,926 690,094 277,887 10,028,634

（総事業費　42,676,070）

６．新聞・雑誌タイトル一覧 <平成31年度>

　(1)　新聞の部（8種類）

番号

1

2

3

4

5

6

7 （ 寄 贈 ）

8 （ 寄 贈 ）

日本経済

読　　売

有明新報

公　　明

赤　　旗

一般書
年　　度

レファレンス件数

年　　　度

項　　目

新  聞  名

西 日 本

毎　　日

朝　　日

合計
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
予約

相互貸借ＡＶ資料雑誌児童書



　(2)　雑誌タイトル一覧（平成31年度118冊／雑誌スポンサー46冊)

番号 雑　　誌　　名 ※雑誌スポンサー 番号 雑　　誌　　名 ※雑誌スポンサー

1 アール（ａｒ） 59 スクリーン（SCREEN）
2 愛犬の友 ※ 60 ストーリー（STORY）
3 アンド プレミアム 61 セブンティーン
4 家の光 ※ 62 ターザン（Tarzan）
5 一枚の絵 63 ダイヤモンドＺＡＩ
6 一個人 64 ダ・ヴィンチ
7 インレッド（InRed） 65 旅の手帖
8 美しいキモノ 66 ダンチュウ（dancyu）
9 エアライン（AIRLINE） ※ 67 ちゃんと（CHANTO）
10 エッセ（ESSE) ※ 68 創
11 スポーツ報知大相撲ジャーナル 69 鉄道ジャーナル ※

12 エヌエイチケー（ＮＨＫ）ガッテン ※ 70 天然生活 ※

13 エヌエイチケー（ＮＨＫ）きょうの健康 ※ 71 ドゥーパ！！
14 エヌエイチケー（ＮＨＫ）きょうの料理 ※ 72 図書館雑誌
15 エヌエイチケー（NＨＫ）きょうの料理ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ ※ 73 ナンバー（Number）
16 エヌエイチケー（ＮＨＫ）趣味の園芸 ※ 74 ニコプチ
17 エヌエイチケー（ＮＨＫ）すてきにハンドメイド 75 ニコラ（nicola）
18 エルディケイ（LDK） 76 日経ウーマン ※

19 おりがみ 77 日経エンタテインメント!
20 オール読物 78 日経ＰＣ21 ※

21 オレンジページ ※ 79 日経ビジネス
22 カーアンドドライバー 80 日経ヘルス ※

23 ガーデン＆ガーデン ※ 81 日本教育
24 かがくのとも 82 ニュートン（Newton）
25 かぞくのじかん 83 ねこ ※

26 家庭画報 84 のぼろ ※

27 カフェスイーツ ※ 85 ハウジング･トリビューン
28 からだにいいこと ※ 86 ｈａｒｕ‐ｍｉ ※

29 キャラぱふぇ 87 ピーエイチピー（ＰＨＰ） ※

30 九州Walker ※ 88 ピーエイチピー（ＰＨＰ）のびのび子育て

31 暮しの手帖 ※ 89 ピークス（PEAKS)
32 グロー（GLOW） 90 ヴィヴィ（ViVi）
33 クロワッサン ※ 91 ビックコミックオリジナル

34 月刊クーヨン ※ 92 ひろば
35 月刊自家用車 93 ファイナンス
36 月刊ピアノ 94 婦人公論 ※

37 月刊武道 95 婦人之友
38 月刊ホークス ※ 96 プラス１リビング
39 現代の図書館 97 プレジデント
40 建築知識 98 文藝春秋 ※

41 コットンタイム 99 別冊マーガレット
42 こどものとも（年少） ※ 100 ポパイ（POPEYE）
43 こどものとも（年中） ※ 101 ホビージャパン ※

44 ゴルフダイジェスト 102 毎日が発見 ※

45 コロコロコミック 103 マート（Mart）　  　 ※

46 財界九州 ※ 104 マモル（MAMOR）
47 さかえ ※ 105 モア（MORE） ※

48 サライ ※ 106 モエ（MOE） ※

49 サンキュ 107 モダンリビング ※

50 ３分クッキング ※ 108 モノクロ（MONOQLO）
51 ＪＴＢ時刻表 109 やさい畑
52 写真ライフ 110 山と渓谷 ※

53 終活読本 ソナエ 111 ゆうゆう
54 週刊新潮 112 ラジオ深夜便 ※

55 週刊文春 113 リー（LEE） ※

56 将棋世界 114 リーク（Leak） ※

57 小説新潮 115 リンネル
58 スイート（Sweet） 116 歴史街道



番号 雑　　誌　　名 ※雑誌スポンサー 番号 雑　　誌　　名 ※雑誌スポンサー

117 レタスクラブ ※

118 ロケーション ジャパン



７．職場体験及び視察等受入 <平成31年度>

日付(期間) 内   容 学校・自治体名 参加人数

4月27日～5月12日 図書館員体験 小中学校生 ６名

7月16日～7月19日 インターンシップ 久留米大学 ４名

7月30日～8月1日 図書館実習 輝翔館中学校 ２名

8月2日 視察 岡山県備前市議会 7名

8月28日 職場体験 羽犬塚中学校 ３名

11月7日 視察 新潟県胎内市議会 7名

11月12日～22日 職場実習 障害者自立訓練サポートセンターわーよか １名

11月14日 視察 福岡県粕屋地区社会教育委員 ２０名

12月4日 職場体験 筑後北中学校 ３名

12月5日 職場体験 筑後中学校 ２名

1月22日 視察 栃木県小山市議会 5名

1月28日 視察 沖縄県沖縄市議会 4名



 ８.　H31年度　筑後市小学校読書会・読書ボランティア活動実態　

1 水洗おはなしの会
     18  名

（内OB9名）
1～6年：月1回

朝読
学校

2 筑後北おやこ読書会
     10 名

 　　（内OB3名）
1～6年：毎週木曜

朝読
学校

3 筑後小学校親子読書会
       16名 （内OB0

名）
毎月第１月曜

1・2年 授業1コマ
学校

4 西牟田小学校読書の会
       9 名

　　（内OB2名）
1・2年:月2回

3年:月1回
学校

5
羽犬塚小学校
おやこ読書会

     16 名
（内OB0名）

1～6年：月1・2回
朝読

学校

6 ふたかわ読みきかせの会
       ８名

（内OB0名）
1～6年：月2回 朝読 学校

7 古川小学校親子読書会
          5 名

（内OB０名）
1～6年：不定期 学校

8 松原小学校読書の会
       ９名

（内OB⑤名）
1～4年：月1回 学校

9 水田読み語りの会
       ５名

　（内ﾎﾞﾗ3名）
1・2年:月1回授業1コマ

3～6年:月1回 朝読
学校

10
おはなしボランティア

グーチョキパー
       ４名 毎月第1木曜日 おひさまハウス

11
おはなしボランティア

ぼちぼち
       ６ 名 毎月第3木曜日 おひさまハウス

12
ちくご読書の会

ぺえじ
        ２０名 図書館では第2土曜日

図書館
学校等

13 筑後市おはなしボランティア   ぽけっと         ８名 図書館では第4土曜日 図書館

14 筑後市立図書館を         ささえる会        ６ 名 定例会：奇数月第2土曜日 図書館

15 子ども育成ボランティア　ほんdeまつり         １０名 定例会：毎月第３水曜日 図書館等

16
英語のおはなし会

ＳＭＩＬＥ　ＧＡＲＤＥＮ
１０名 定例会：毎月第３土曜 図書館

16 ブックスタートボランティアさくらんぼ 19名
毎月4ｶ月健診会場にて絵本の読み聞
かせ・絵本プレゼント

図書館

DVD研磨ボランティア 1名
随時

平成31年度　31回
図書館

本の修理・おはなし会プレゼント作成等  7名
随時

平成31年度　172回
図書館

団体名 活動人数 活動周期 活動場所

個
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
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