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第49回（令和元年度）「野間読書推進賞」受賞報告
 令和元年11⽉14⽇（⽊）市内⼀ツ松在住の今井登美⼦さんが第４９回「野間読書推進賞個⼈の部」の受賞を奥
塚市⻑に報告するために中津市役所を訪れました。 
 今井さんは「地域の⽅々や仲間の協⼒があって読書活動を続け広げることができたことにより、この野間読書
推進賞を受賞することができました。」と受賞の喜びを報告されました。  
 「野間読書推進賞」は公益社団法⼈読書推進運動協議会が全国の地域や職域などにおいて、読書の普及に多年
尽⼒し、読書推進運動に貢献された団体または個⼈を顕彰するものです。 
 ⼤分県では個⼈の部で3⼈が受賞されており、今井さんは4⼈⽬の受賞者となります。 
 
 

⼩幡記念図書館でヴァイオリン演奏会を開催しました
 令和元年11⽉13⽇（⽔）午後６時から⼩幡記念図書館でヴァイオリン演奏会を開催しました。  
 三宅孝治さん、佐知⼦さんによるヴァイオリンとピアノの⽣演奏が⾏われ、クラシックや童謡のほか、事前にリク
エストを募った有名な曲など全１０曲を演奏しました。１００名以上の⽅が参加され、「やはり⽣演奏は素晴らしい
ですね。｣「とても良かったです。気持ちがリラック スできました。」「初めて来ましたが、とても楽しめました。
⼦供は聴き⼊るよう に必死に⾒ていました。」などの感想をいただきました。 
 
 

本耶⾺渓図書館で「よるのおはなしかい」と「きもだめし」を開催しました︕
 11⽉3⽇（⽇）午後６時３０分より、本耶⾺渓図書館にて「よるのおはなしかい」と「きもだめし」を開催し
ました。当⽇は募集⼈数を上回り、25⼈以上の皆さんが参加してくれました。 
 最初に紙芝居「ちょうちんおばけ」絵本「いるのいないの」「おいで」素話（すばなし）「13階段」「おかあ
ちゃん」「くみちゃん」の読み聞かせを⾏いました。 
 その後、5グループに分かれて、公⺠館の各部屋をまわる『きもだめし』をしました。謎ときをしながら、ゴー
ルのお宝を探します。 
 暗闇の中、⼩さな懐中電灯⼀つで⼒を合わせてお化けに挑んでいきました。お化け屋敷さながらのリアルなお
化けに「超︕怖かった︕」「トイレの花⼦さんがハンパない︕」など声が聞こえていました。 
 公⺠館の各部屋に隠れていたお化け役は、本耶⾺渓の読み聞かせグループ「どんぐり」さんを中⼼に集まってくれた⽅々です。 
 怖くて泣いてしまうお⼦さんもいましたが、多くの参加者に「来年もしてね︕」とのご意⾒をいただきました︕ 
★イベントの様⼦  
 
 

建築⼤学の学⽣が図書館を⾒学しました。
 令和元年8⽉19⽇（⽉）、関東を中⼼とした複数の⼤学から建築を学ぶ「建築学⽣サークル」の学⽣50⼈が⼩幡記念図書館の⾒学に訪れまし
た。2班に分かれて館内とバックヤードの⾒学をした学⽣たちは、図書館の建築デザインに興味深々で様々な質問をしながら熱⼼に⾒学をして
いました。 
 
 

夏休み⼯作教室を開催しました︕
 令和元年8⽉7⽇（⽔）に、⼩幡記念図書館で⼩学⽣が対象の夏休み⼯作教室「ネイチャークラフト・バードコー
ル・まが⽟作り」を開催しました。 
 この⼯作教室は「読書に⽋かせない想像⼒を育む」⾃然に親しむ内容になっており、⼤分県⽴⾹々地⻘少年の家か
らタケゾー（⽵中）先⽣と沼ティ（沼野）先⽣を迎え、⼩学⽣と保護者等の35名が参加しました。 
 図書館司書による⾃然素材を使った⼯作や⾃然のふしぎが描かれた本の紹介・読み聞かせの後、グループに分かれ
て⼯作を楽しみました。参加者のみなさんは思い思いに⼯夫しながら⼀⽣懸命に集中して、⾃然の素材を⽣かした世
界で⼀つだけのすてきなオリジナル作品を完成させていました。また、「楽しかった」「また来年も参加したい」などのご意⾒をいただきまし
た。 
★イベントの様⼦  
 
 

⼩学⽣の「夏休み⼀⽇図書館司書体験」を実施しました。
 ⼩幡記念図書館では、令和元年7⽉24⽇〜8⽉9⽇まで、市内の⼩学6年⽣を対象に、夏休み⼀⽇図書館司書体験を実施しました。 
 参加した児童たちは、利⽤者のみなさんと元気よく挨拶をかわしながら、カウンターで本の返却や貸出を⾏いました。また、本の排架（元の
場所に戻す）作業では、本に貼られているラベルを何度も確認しながら慎重に戻していました。体験を終えた児童からは「⼤変だったけど、楽
しかった」「またやってみたい」など、いろいろな感想がたくさん聞けました。 
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https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/2019.11.3honyabaohanasi.pdf
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リサイクル図書の「本のプレゼント」イベントを開催しました
 令和元年７⽉２６⽇(⾦)〜２８⽇（⽇）までの３⽇間、夏休みに本に親しんでいただくため、⼩幡記念図書館で「本
のプレゼント」と題した除籍本の無料配布イベントを開催しました。 
 ６００⼈以上の⽅々が来館され、準備した３，０００冊以上の本はほとんど無くなり、参加者のみなさんはそれぞれ
お気に⼊りの本を持って帰られていました。 
 
 

⾼校⽣が中津の偉⼈の調べ学習を⾏いました
 令和元年７⽉１１⽇（⽊）、東九州⿓⾕⾼等学校２年⽣３３名が中津の偉⼈について、⼩幡記念図書館で調べ学習を
おこないました。 
 同校は寺町と中津の偉⼈について学習をしており、図書館では福澤諭吉や前野良沢、⼩幡記念図書館の創設者である
⼩幡篤次郎などについて、関連図書を検索しながら、郷⼟の偉⼈について真剣な表情で学んでいました。 
 
 

出張おはなし会を開催しました
 令和元年６⽉２７⽇（⽊）、中原公⺠館で、⼩幡記念図書館から会場に出向いて⾏く⾼齢者向けの「出張お話し会」
を開催しました。 
 このおはなし会は、⾼齢者の⽅々に楽しんでいただける様なお話をセレクトして⾏っています。聞き⼿の皆さんに⼦
どもの頃にタイムスリップしてもらい、読んでもらう側になってリフレッシュし、本の魅⼒を感じて、図書館を活⽤し
ていただきたいと思います。 
 
 

春のおたのしみおはなし会を開催しました
 こどもの読書週間⾏事として、令和元年5⽉13⽇（⽉）、⼩幡記念図書館研修室にて「春のおたのしみおはなし会」
を開催しました。 
 おはなし会では、オカリナやフルート･キーボード演奏にあわせてみんなで歌ったり、動物体操では、全⾝を使って
⾝体を動かし、パネルシアター、絵本の読み聞かせでは熱⼼に聞き⼊っていました。 
 読み聞かせボランティアの「ゆめくらぶ」さんによる楽しい演⽬に、参加した親⼦や保育園の園児さんたちも笑顔
いっぱいに楽しんで、会場は⼤いに盛り上がりました。 
 
 

⼩幡記念図書館110周年︕
 ⼩幡記念図書館は2019年の今年、設⽴から110周年をむかえます。110周年を記念して、読書⼿帳約2冊分（110冊）終了した⽅に、便利な
図書館エコバッグをプレゼントします。読書⼿帳は市内各図書館で配布しています。ぜひご利⽤ください︕ 
 ☆プレゼントの対象になる本☆ 
  読書⼿帳配布時（平成30年11⽉28⽇）から令和2年3⽉30 
 
 

出張おはなし会を開催しました。
 平成30年10⽉18⽇（⽊）、植野公⺠館で開催された「うえのサロン」で⼩幡記念図書館より「出張おはなし会」を⾏
いました。 
 おはなし会では、図書館の概要やお勧め本の紹介を⾏った後、⼤⼈でも楽しめる⽴体紙芝居や詩の朗読、わらべ歌に
あわせて体操などを⾏いました。参加者のみなさんは紹介された詩画集やお勧め本を⼿に取り、おはなし会終了直後に
巡回してきた移動図書館⾞に並んでお気に⼊りの本を借りて帰られる⽅々もいらっしゃいました。 
 
 

「2018年 読書週間」イベントを⾏いました︕
 第72回読書週間（平成 30 年 10 ⽉ 27 ⽇（⼟）〜 11 ⽉ 9⽇（⾦））期間中、⼩幡記念図書館では読書週間に合わせた⾊々なイベントを開
催しました。 
 
  紅葉の市内図書館をめぐろう︕図書館シール☆ラリー  
  （実施期間）10⽉27⽇（⼟）〜11⽉29⽇（⽊） （場所）中津市内の図書館 
  2018.Autumn Library Concert 〜⼩幡記念図書館内で 読書＆⾳楽会〜 
  （⽇時）2018年11⽉28⽇（⽔） 16︓30〜18︓00  
  （講師）「ぷちぷち ぴんぴん」 
      （ヴァイオリン︓三宅孝治 ピアノ︓三宅佐知⼦ アート︓⾅⽊賢治）  
  （場所）⼩幡記念図書館内  
  ⼤分県公共図書館等連絡協議会企画 ⼤分県ゆかりの明治のひと 〜中津市ゆかりの明治の偉⼈ 



  （⽇時）2018年10⽉27⽇（𡈽） 〜11⽉9⽇（⾦）  
  （場所）⼩幡記念図書館内  企画コーナー 
  オバケかぼちゃを探してクイズに答えよう︕ 
  （⽇時）10⽉28⽇（⽇）9︓00〜 （場所）⼩幡記念図書館内 
  秋のおたのしみおはなし会 
  （⽇時） 11⽉5⽇（⽉） 1１:00〜 （場所） ⼩幡記念図書館 視聴覚室 
  （内容） 豊後⾼⽥市の「けやき座」のみなさんによる影絵「三枚のおふだ｣や「これなあんだ」を上演。 
 
 

夏休み⼯作あそび教室を開催しました︕
 平成30年8⽉17⽇（⾦曜⽇）に⼩幡記念図書館で⼩学⽣が対象の夏休み⼯作あそび教室「新聞紙でエコバッグを作ろう︕」を開催し、⼩学⽣
と保護者他23名が参加しました。 
 図書館司書による新聞とリサイクル・環境問題の説明と絵本の読み聞かせや新聞紙を使った簡単⼿品の後、新聞紙をリサイクルしたエコバッ
グ作りを楽しみました。できあがったエコバッグは折り紙や切り紙などでカラフルにデコレーションされ、世界で⼀つだけのすてきな「マイバ
ッグ」が完成しました。参加者からは、「楽しかった」「図書館の本借りるのにこのバッグを使いたい」「来年も参加したい」などのご意⾒を
いただきました。 
★イベントの様⼦  
 
 

8⽉の⽕曜休館⽇を学⽣のみなさんに学習スペースとして開放しました。
 ⼩幡記念図書館では、平成30年８⽉7⽇、14⽇、21⽇の⽕曜休館⽇を、午前９時から午後５時まで児童や⽣徒等の学⽣のみなさんに、２階
閲覧室、視聴覚室を学習スペースとして開放しました。 
 また、今年は夏休み期間中の開館⽇に視聴覚室も学習スペースとして開放し、⾼校⽣をはじめとした学⽣の皆さんの、たくさんのご利⽤があ
りました。 
 
 

⼩学⽣の「夏休み⼀⽇図書館司書体験」を実施しました。
 中津市⽴図書館では毎年、中津市内の⼩学⽣に図書館の仕事を体験してもらうために１⽇図書館員体験を実施しています。 
 平成30年も、７⽉下旬から８⽉中旬まで、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・⼭国図書館のそれぞれにあわせた
⽇程と内容で、⼩さな図書館員さんたちが 頑張ってくれました。 
 
 

⼩幡記念図書館移転25周年記念⾏事を開催しました︕
 平成30年5⽉19⽇⼟曜⽇に、⼩幡記念図書館移転25周年記念イベントとして絵本作家の⾕⼝智則さんによる「ライブペインティング」＆
「読み聞かせ」を開催しました。 
 ⾕⼝さんによる絵本の読み聞かせのあと、⼤きなキャンバスに直接絵を描いていくライブペインティングを⾏い、みなさんのリクエストに応
えて移転25周年記念にちなんだ25匹の動物を描いてくれました。また、⼩幡記念図書館やマスコットの「ひらくっちゃん」も描かれていま
す︕ 
 絵本作家がその場で絵を仕上げていく、めったに⾒ることのできない様⼦に、⼤⼈もこどもも熱⼼に⾒⼊っていました。 
 また、ライブペインティングの間にはボランティアによる読み聞かせやクイズ、サンタのぬり絵などもおこないました。 
 
 ★イベントの詳細はこちらをご覧ください  
 ★⾕⼝智則さんの絵は、児童書架に展⽰しています︕   
 
 

「こどもの読書週間」⾏事を⾏ないました。
平成30年4⽉23⽇から5⽉12まで、「第60回 こどもの読書週間」の⾏事を⾏いました。 
・春のおたのしみおはなし会 （5⽉7⽇⽉曜⽇） 
・児童書無料配布（読書週間中） 
・図書館「なかつし★やばけいゆうらん たんけん︕」（読書週間中） 
・「こどもの読書週間 おすすめ図書」掲⽰（読書週間中） 
・図書館だより増刊号 発⾏（4⽉号）

 
 

「国際ソロプチミスト中津⽂庫」（英語多読コーナー）を設置しました︕
 平成29年12⽉25⽇（⽉）、⼩幡記念図書館児童書架に「国際ソロプチミスト中津⽂庫」（英語多読コーナー）を設置しました。この⽂庫
は、国際ソロプチミスト中津認証40周年記念として、児童の図書等の購⼊のためにいただいたご寄付により設置することができました。 
 お披露⽬会には国際ソロプチミスト中津のみなさまや市内の⼩中学⽣で「⼤分県⼦ども司書」の8名が参加しました。児童を代表して⼦ども
司書の寺⻄さんが国際ソロプチミスト中津のみなさまに「私たち中津市の児童のために図書館へ寄付をしてくださりありがとうございました。
楽しみながら英語にたくさん触れることで未来に役⽴つ⼒をつけていきたいと思います」とお礼の⾔葉を述べ、岩尾会⻑は「読書は頭と⼼の栄
養です。たくさん本を読み、頭にも⼼にも栄養をつけてください。」と話されました。 

https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/20180817kousaku.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/25th.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/25thgenga.pdf


「国際ソロプチミスト中津⽂庫」（多読コーナー）にはソファや試聴⽤のＣＤプレイヤー２台も整備し、くつろいで楽しみな
がら読書し、英語⼒を上げていくコーナーです。館内利⽤だけでなく貸出もできます。ぜひ、館内で、学校やご家庭でご利⽤
ください︕ 
 
★「英語多読コーナー」のページもぜひご覧ください︕ 
 
 

⼦ども司書による「クリスマスおはなし会」を開催しました︕
  平成29年12⽉25⽇（⽉）、⼩幡記念図書館視聴覚室にて、⼦ども司書さんによる「クリスマスおはなし
会」を開催しました。参加してくださったのは、市内の⼩中学⽣で⼤分県教育委員会認定「⼦ども司書」の8名
です。 
 おはなし会の司会や⼿あそび、⼤型紙芝居、⼤型絵本、わらべうたなど盛りだくさんの内容でみんなを楽しま
せてくれました。⼦ども司書さんたちの演⽬に参加者のみなさんも⼤いに盛り上がり、楽しんでもらえました。 
 おはなし会の最後には、参加者に⼦ども司書さんの⼿作りサンタクロースとギフトボックスをプレゼントしま
した︕ 
🎄イベントの詳細はこちらをご覧ください☆  
 
 

秋の読書週間イベント「図書館コンサート」を開催しました︕
 平成29年11⽉22⽇（⽔）、読書週間⾏事として「読書の秋・芸術の秋〜家族と︕友⼈と︕同僚と︕みんなで
楽しもう〜」と題し、⼩幡記念図書館内・視聴覚室にて⾳楽と読書を楽しめる「図書館コンサート」を開催しま
した。 
 催しは三宅農園⾳楽部の三宅孝治さん・佐知⼦さんによるヴァイオリンとピアノの⽣演奏、そして三宅孝治さ
ん、佐知⼦さん、⾅⽊賢治さんの3⼈グループ「ぷちぷち ぴんぴん」さんによる妖怪絵巻などの「読み語り」の
2部構成で⾏ないました。 
 図書館でははじめての催しでしたが、たくさんの⽅にご参加いただき⼤盛況でした︕ 
 利⽤者からは「図書館で素敵な演奏をきけてとても楽しい時間を過ごせた」「素敵な⾳⾊に癒された」「絵巻物や効果の演出が興味深く、楽
しかった。もっともっと⾒たい、聞きたいと思った」「ぜひ、また開催してほしい」等の感想をいただき、⼤いに楽しんでもらえました。 
 ★イベントの詳細はこちらをご覧ください  
 
 

本耶⾺渓図書館で「あきのおおきなおはなしかい」を開催しました︕
 読書週間⾏事として、平成29年11⽉17⽇（⾦）、本耶⾺渓図書館で「あきのおおきなおはなしかい」を開催し
ました。 
 歌遊び「とんとんとんとんドラえもん」を始まりに、⼤型絵本「おめんです」、⼿袋シアター「パンやにいつつ
のメロンパン」、エプロンシアター「ジャックとまめのき」など、楽しい演⽬に参加してくれたみなさんも⼤いに
盛り上がりました。おはなし会の最後には、参加者に図書館から⼿作りのプレゼントを渡しました。 
 
 

⼩幡記念図書館で「あかちゃんタイム」を実施しました︕
平成29年11⽉15⽇（⽔）、10時30分より12時30分まで、⼩幡記念図書館で「あかちゃんタイム」を実施しまし
た。 
 「あかちゃんタイム」は、⼩さなお⼦様連れの⽅にも気兼ねなく図書館をご利⽤いただくために、読み聞かせの
声やお⼦様の声が館内に響いても⼀般のみなさまにご理解いただけるよう図書館で設定する時間です。図書館職員
やボランティアのみなさんがお⼦様に本を読み聞かせたり、カードを作る時などに保護者の⽅のかわりに⾚ちゃん
を抱っこしてお預かりします。 
 毎⽉「⾚ちゃんおはなし会」の開催⽇に実施します。ぜひ、「あかちゃんタイム」をご利⽤ください︕ 
 
🌼あかちゃんタイムのページもぜひご覧ください! 
 
 

各図書館で読書週間のイベントを開催しました
 平成29年10⽉27⽇（⾦）〜11⽉9⽇（⽊）の読書週間の間、各図書館で読書週間に合わせたイベントをそれぞれ開催しました︕ 
（⼩幡記念図書館） 
 ◆読書の秋、芸術の秋 〜家族と︕友⼈と︕同僚と︕ みんなで楽しもう〜（2017年11⽉22⽇開催予定） 
 ―バイオリンの演奏会と絵巻物読み語り― 
  ⽇時︓2017年11⽉22⽇（⽔） 17︓00〜18︓30 ☆場所︓⼩幡記念図書館 
  講師︓バイオリン／三宅孝治、ピアノ／三宅佐知⼦、アート／⾅⽊賢治 
     第1部 バイオリン演奏  第2部 読み語り『妖怪絵巻』・『平家物語』 
 ◆読書週間 図書館マナーアップ展⽰ 「泣いている図書館資料たち」 
 ◆⾦のおばけカボチャを探せ︕（⽇時︓10⽉29⽇（⽇）場所︓⼩幡記念図書館 児童書架） 
  内容︓児童書架に隠れた折り紙のおばけカボチャを探し、⾒つかったカボチャをプレゼントするイベントを⾏いました。 

https://libwebsv.city-nakatsu.jp/2060.html
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/ohanasi_kodomosisho.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/LibraryConcertH29.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/2050.html


     ⾦と銀のおばけカボチャを⾒つけた⽅には、⼿作りのプレゼントを進呈しました。 
 ◆秋のお楽しみおはなし会（⽇時︓11⽉6⽇（⽉） 11︓00〜（45分程度） 場所︓⼩幡記念図書館 視聴覚室） 
  内容︓エプロンシアター、パネルシアター、絵本の読み聞かせ、布遊び、わらべうたなど 
  ★おはなし会の詳細はこちらをご覧ください☆  
 ◆読書週間しおりプレゼント
 

（各館イベント詳細） 三光図書館    本耶⾺渓図書館     耶⾺溪図書館     ⼭国図書館
 ※本耶⾺渓図書館は10⽉4⽇〜11⽉29⽇まで⾏ないました。 
 

「秋のおたのしみおはなし会」を開催しました︕
 読書週間⾏事として、平成29年11⽉6⽇（⽉）、⼩幡記念図書館視聴覚室にて「秋のおたのしみおはなし会」を開
催しました。 
 市内の読み聞かせボランティアグループ「ゆめくらぶ」さんによるおはなし会は、⼿あそびやパネルを使った歌あ
そび、⼿袋⼈形、絵本、紙芝居など、盛りだくさんの内容でみんなを楽しませてくれました。 
 「ゆめくらぶ」さんの楽しい演⽬に、参加した親⼦や若草保育園の園児たちも⼤いに盛り上がりました。 
 おはなし会の最後には、参加者にキラキラした折り紙のシュリケンをプレゼントしました︕ 
 
 

⼩幡記念図書館で防災訓練を実施しました
 平成29年11⽉1⽇⽔曜⽇、地震の発⽣により⼤津波警報が発表されたという想定のもと、緊急地震速報と津波サイ
レンの訓練放送実施に合わせ、⼩幡記念図書館で午前10時より防災訓練を実施しました。 
 来館者を誘導して図書館中庭に避難した後、南部地区津波避難ビルであるサーパス中津城内及び南部⼩学校へ避難
誘導することを確認しました。また、館内で防災絵本の読み聞かせ講習や救命講習をもとに、怪我の応急処置等実地
訓練を⾏いました。 
 図書館では来館者の安全を守るために毎年11⽉に防災訓練を⾏っています。 
 

8⽉の⽕曜休館⽇を学⽣のみなさんに学習スペースとして開放しました。
 ⼩幡記念図書館では、平成29年８⽉1⽇、8⽇、15⽇、22⽇の⽕曜休館⽇を、午前９時から午後５時まで児童や⽣徒等の学⽣のみなさんに、
２階閲覧室、視聴覚室を学習スペースとして開放しました。 
 また、今年は夏休み期間中の開館⽇に視聴覚室も学習スペースとして開放し、⾼校⽣をはじめとした学⽣の皆さんの、たくさんのご利⽤があ
りました。 
 

⼩学⽣の「夏休み⼀⽇図書館司書体験」を実施しました。
 中津市⽴図書館では毎年、中津市内の⼩学⽣に図書館の仕事を体験してもらうために１⽇図書館員体験を実施しています。 
 本年も、７⽉下旬から８⽉中旬まで、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・⼭国図書館のそれぞれにあわせた⽇程
と内容で、⼩さな図書館員さんたちが 頑張ってくれました。 
 
（⼀⽇図書館司書体験の様⼦） 
 🌼⼩幡記念図書館    🌼三光図書館（8⽉3⽇・8⽉4⽇  ／ 8⽉18⽇ ） 🌼本耶⾺渓図書館    
 🌼耶⾺溪図書館（8⽉3⽇・4⽇  ／ 8⽉10⽇  ／ 8⽉17⽇ ）  🌼⼭国図書館  
 
 

⼩学⽣夏休み⼯作遊び教室を開催しました︕
 平成29年8⽉18⽇（⾦）に、⼩幡記念図書館で⼩学⽣が対象の夏休み⼯作遊び「⽇本遺産認定 やばけい遊覧のし
かけ絵巻本を作ろう︕」を開催しました。 
 ⼩学⽣と保護者11名の参加者に⼦ども司書さんが4名加わり、今年⽇本遺産に認定された「やばけい遊覧」の説明
や⼦ども司書さんによる郷⼟の本の紹介、読み聞かせの後、ポップアップや折り紙を使ったしかけ絵巻本作りを楽し
みました。しかけ絵巻本は「やばけい遊覧」に含まれる中津市の名所や景勝地などを紹介する内容になっており、参
加者の皆さんには⼯作遊びをとおして「やばけい遊覧」を知ってもらい、親しんでいただきました。 
 
 

「郷⼟の作家資料室」を開設しました︕
 平成29年6⽉1（⽊）⽇より、⼩幡記念図書館カウンター前に郷⼟の作家資料室を開設しました。 
 資料室には、中津出⾝の作家、漫画家等5名の作品を展⽰しています。 
 資料室内ではどなたでも⾃由に閲覧していただけます。 
 
 資料の中⼼になるのは中津市を代表する郷⼟の作家、松下⻯⼀⽒の所蔵資料です。 
 ベストセラー『⾖腐屋の四季』の舞台にもなった松下⻯⼀⽒の⾃宅が、平成28年12⽉に取り壊されました。⾃宅
にあった蔵書約4000冊の中から、とくに重要な612冊が、奥様から図書館に寄贈されました。 
 また、松下⻯⼀⽒のファンであった故・安達恊⼀⽒の奥様から、120冊の資料を寄贈していただきました。ご寄贈いただいた資料の中には、
今では⼊⼿できない貴重な資料も含まれています。 

https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/2017ohanasi-aki.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/2011-2.html
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/2012-2.html
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/2013-6.html
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/2014-2.html
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/sishotaiken_obata.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/sishotaiken_sankou.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/sishotaiken_sankou2.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/sishotaiken_honyaba.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/sishotaiken_yaba.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/sishotaiken_yaba2.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/sishotaiken_yaba3.pdf
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/sishotaiken_yamakuni.pdf


 松下⻯⼀⽒の他、久恒啓⼀⽒（多摩⼤学副学⻑）、巴⾥夫⽒（漫画家）、藤⽥傳⽒（劇作家）、⼩野不由美⽒（作家）の作品を展⽰していま
す。図書館にご来館の際は、ぜひご覧ください︕ 
 
 

「春のおたのしみおはなし会」を開催しました︕
 こどもの読書週間の⾏事として、平成29年５⽉８⽇（⽉）、⼩幡記念図書館研修室にて「春のおたのしみおはな
し会」を開催しました。 
 今回は、別府市で活動されている読み聞かせボランティア「おはなし ととけっこう」のお⼆⼈によるおはなし会
で、わらべうた、紙芝居、エプロンシアター、パネルシアター、ペープサート、布遊びなどなど、盛りだくさんの内
容で皆を楽しませてくれました。 
 お⼆⼈の楽しい演⽬に、参加した親⼦や、若草保育園の園児たちも、笑顔いっぱいに楽しんでくれ、会場は⼤いに
盛り上がりました︕ 
 
 

「みんなでこそだてフェア つむぐ」に移動図書館⾞が参加しました
 平成29年3⽉12⽇（⽇）、中津市教育福祉センターで⾏なわれた「みんなでこそだてフェア つむぐ」に、中津
市⽴⼩幡記念図書館の移動図書館⾞『ハローブック号』が参加しました。 
 晴天の下、移動図書館にたくさんの来場者が訪れ、本を⼿に取り、ベンチで読書を楽しんでいました。 
 また、初めて移動図書館に接した⼦どもさん達も⾞の中に⼊ってみたり、新しく図書館カードを作ったり、図書館
を⾝近に感じてもらえました。  
★「みんなでこそだてフェア つむぐ」での様⼦  
 

図書館にDVD「サブイボマスク」が⼊荷しました︕
 図書館に中津市がメインロケ地となった映画「サブイボマスク」のDVDが⼊荷しました︕（平成29年3⽉2⽇現在） 
 主⼈公「春雄」（ファンキー加藤）が町おこしのために中津市を駆け回る、笑いあり、涙ありの家族で楽しめ、元気の
出る作品です。映像特典として、⼤分県中津市×「サブイボマスク」PVも収録されています。 
 中津市内の図書館全館で、DVD「サブイボマスク」の貸出ができます。また、ＤＶＤが貸出中の場合は予約することも
できます。 
 
 
 

 

「⾚ちゃんと絵本事業」事業報告・講演会を開催しました
  平成29年2⽉19⽇（⽇）、⼩幡記念図書館研修室において図書館主催の「⾚ちゃんと絵本事業」事業報告・研修
講演会を開催し、事業関係者を含め、130名が参加しました。 
 事業報告では、図書館職員が「⾚ちゃんと絵本事業」３年間の事業報告をスライドや動画を交え報告しました。 
 研修講演会では、医学博⼠でお茶の⽔⼥⼦⼤学副学⻑の榊原洋⼀先⽣を講師におむかえし、知っているようで知ら
ない⾚ちゃんの能⼒を具体的な研究事例をスライドを使ってわかりやすくお話していただきました。 
 
 

⼩幡記念図書館で防災訓練を⾏いました
 平成28年11⽉30⽇⽔曜⽇、震度7の周防灘地震が発⽣し、⼤津波警報が発表されたという想定のもと、⼩幡記念図
書館で午前10時より防災訓練を実施しました。 
 来館者役を南部地区津波避難ビルであるサーパス中津城内へ避難誘導し、避難経路の確認を⾏った後、今年の夏に
図書館職員が受講した救命講習をもとに、怪我の応急処置等実地訓練を⾏いました。 
 図書館では来館者の安全を守るために毎年11⽉30⽇に防災訓練を⾏っています。 
 
 

第２回⼤分県教育委員会認定「⼦ども司書」養成講座を実施しました。
 平成28年10⽉30⽇（⽇）、⼩幡記念図書館で第２回⼤分県教育委員会認定「⼦ども司書」養成講座を実施しまし
た。今回は⾃分のおすすめ本の紹介をするポップ作りを⾏い、グループに分かれてお互いに⾃分のおすすめ本を紹介
しました。 
 また、作成したポップとおすすめ本は、10⽉30⽇（⽇）から11⽉9⽇(⽔）まで、図書館カウンター前の企画展⽰
コーナー、児童書コーナーに展⽰しました。 
 
 

⼩幡記念図書館が「救マーク認定事業所」に認定されました︕
 救マーク制度とは、AED（電気ショック）を設置し、突然の病気・ケガに対して「迅速な対応」及び「適切な応急⼿当」ができるスタッフが
常駐する施設であることを表⽰したマークです。 
 ⼩幡記念図書館では12名のスタッフが救命講習を受講し、常時1名以上が勤務しています。どうぞ、安⼼して図書館をご利⽤ください︕ 

https://libwebsv.city-nakatsu.jp/3040.html
https://libwebsv.city-nakatsu.jp/temp/tumugu.pdf


 
 
 
 

図書館が明るく、使いやすくなりました︕
以前よりご要望のあった⼩幡記念図書館の照度について、平成28年9⽉にＬＥＤ化⼯事が終わ

り、館内が明るくなりました。より使いやすくなった図書館を、ぜひご利⽤ください。 
 
 
 
 
 

8⽉の⽕曜休館⽇を学⽣のみなさんに学習スペースとして開放しました。
 ⼩幡記念図書館では、平成28年８⽉２⽇、９⽇、１６⽇、２３⽇、３０⽇の⽕曜休館⽇を児童や⽣徒等の学⽣のみなさんに、２階閲覧室、視
聴覚室を学習スペースとして開放しました。⾼校⽣をはじめとした学⽣の皆さんの、たくさんのご利⽤がありました。 
 
 

第１回⼤分県教育委員会認定「⼦ども司書」養成講座を開催しました︕
平成28年8⽉12⽇から8⽉29⽇まで、⼩幡記念図書館・三光図書館・⼭国図書館で、市内⼩学校5・6年⽣20⼈、
中学校1年⽣7⼈、計27⼈が「⼦ども司書」になるためのカリキュラムの⼀環として、図書館探検・カウンター業
務・排架・おはなし会への参加等図書館の役割や司書の仕事を楽しく学びました。 
 
 
 

⼩学⽣夏休み⼯作遊び教室を開催しました︕
平成28年8⽉19⽇（⾦）に、⼩幡記念図書館にて⼩学⽣を対象とした、夏休み⼯作あそび教室「絵本の世界を
体験しよう︕」を開催しました。 
 図書館司書による絵本『びゅんびゅんごまがまわったら』（宮川ひろ 作、童⼼社）の読み聞かせ、昔のおも
ちゃに関する本の紹介を⾏なったあと、参加者のみなさんは厚紙を切り抜いて「びゅんびゅんごま」を作りまし
た。それぞれが個性的でカラフルな「びゅんびゅんごま」を作り、上⼿に回せるようになって、オンリーワンの
「びゅんびゅんごま」を楽しんでいました。 
 
 

⼩幡記念図書館に七⼣飾りを飾りました。
⼩幡記念図書館では、6⽉18⽇より7⽉11⽇まで、館内に笹飾りを飾りました。 
たくさんの願い事が笹飾りに飾られました。 
 
 
 
 
 

『⼩説版サブイボマスク』⼊荷しました︕
平成28年6⽉11⽇公開の映画「サブイボマスク」のノベライズ、『⼩説版サブイボマスク』が⼊荷しました︕ 
映画と合わせて、ぜひご覧ください。本が貸出中の場合は、予約することもできます。 
また、6⽉中は紹介コーナーを設けてパンフレットやロケ地めぐりスタンプラリー、ロケ地マップなども展⽰・
配布しています。 
 
 

「こどもの読書週間」⾏事を⾏ないました。
平成２８年４⽉２３⽇から５⽉１２まで、「第58回 こどもの読書週間」の⾏事を⾏いました。 
・春のおたのしみおはなし会 （4⽉25⽇⽉曜⽇） 
・児童書・雑誌無料配布（読書週間中） 
・図書館 読書登⼭〈スタンプラリー〉（読書週間中） 
・「こどもの読書週間 おすすめ図書」掲⽰（読書週間中） 
・図書館だより増刊号 発⾏（4⽉号） 
 
 

⾚ちゃんと絵本事業「はじめまして ひらくっちゃん」総会を開催しました。



平成２８年４⽉２２⽇⾦曜⽇、⾚ちゃんと絵本事業「はじめまして ひらくっちゃん」の総会を⼩幡記念図書館にて開催しました。⼩幡記念図
書館の職員と、読み聞かせボランティアのみなさんが出席し、平成２８年４⽉で３０回を迎えたこの事業の活
動報告と今後についての協議を⾏いました。 
 会では、今後の事業について真剣に考え、意⾒を交わすボランティアさん達の姿があり、この事業の根幹を
⽀えてくれていることを実感しました。 
 
 

すいらん会からの寄付⾦で図書を購⼊しました。
平成２８年１⽉２０⽇に、中津市内のゴルフ仲間で結成した「すいらん会」
よりいただいた寄附⾦を活⽤し、旧下⽑地域の⼦どもたちのために児童書を
購⼊しました。 
購⼊した図書は、たくさんの⼦どもさんや利⽤者の⽅に提供してまいりま
す。 
ぜひご利⽤ください︕ 
 
 

⼩幡記念図書館 新駐⾞場のお知らせ
平成２８年３⽉24⽇（⽊）より、⼩幡記念図書館に新しい駐⾞場が使⽤できるようになりました︕ 
⼩幡記念図書館の正⾯⽞関の向かい側、図書館の⽬の前に位置しており、27台駐⾞できます。 
ぜひご利⽤ください。  
なお、図書館の閉館時間中は施錠いたしますので、ご注意ください。 
 
 

図書館の開館時間・閉館時間が延⻑します︕
平成２８年４⽉１⽇（⾦）より、中津市⽴図書館の開館時間・閉館時間を下記のように変更します。 
 ⼩幡記念図書館 （開館⽇全⽇) 9︓00〜19︓00 
 分館      （開館⽇全⽇）10︓00〜18︓00 
 
 開館時間を拡⼤し、より便利になった図書館を、ぜひご利⽤ください。 
 ※ただし、4⽉1⽇（⾦）は年度末特別休館⽇のため、図書館はお休みになります。ご了承ください。 
 
 

「すいらん会」より寄附をいただきました
平成２８年１⽉２０⽇（⽔）、中津市内のゴルフ仲間で結成した「すいらん会」よりチャリティゴルフコン
ペで集まったお⾦を、旧下⽑地域の⼦どもたちのための児童図書購⼊費として寄附していただきました。 
 廣畑教育⻑は「三光、本耶⾺渓、耶⾺溪、⼭国の各図書館で⼦どもたちが喜びそうな図書を購⼊させてい
ただきます。」とお礼をのべました。

    
 
 
 

第69回 読書週間⾏事報告
平成２７年１１⽉１⽇、８⽇の２⽇間、第６９回読書週間にちなみ、新規導⼊した⾃動貸出機を利⽤して本と
触れ合う機会を増やしていただくために、５冊以上の本を借りていただいた⽅に記念品のバッグをプレゼント
しました。 
また、⼩幡記念図書館では雑誌の無料配布、しおりプレゼント、秋のおたのしみおはなし会、特別企画展⽰
「泣いている図書館資料たち」（汚損、破損した本の展⽰）も⾏いました。

    
 

図書館システムを更新しました︕
⾃動貸出機の設置や、館内蔵書検索機での予約サービスの拡⼤、図書館コンシェルジュ（案内⼈）の設置など、より便利になった図書館を、ぜ
ひご利⽤ください。

 
 

夏休み⼯作遊び「しかけ絵本をつくろう︕」を開催しました。
平成27年8⽉21⽇⾦曜⽇に、⼩幡記念図書館で⼩学⽣が対象の「夏休み⼯作遊び しかけ絵本をつくろう︕」を開催しました。⼩学⽣と保護者
16名が集まり、中津市の紹介や読み聞かせのあと、ポップアップや切り紙、折り紙を使ったしかけ絵本作りをたのしみました。 
しかけ絵本は中津市の名所をめぐる内容になっており、参加者のみなさんには絵本⼯作をとおして中津市に親しんでいただきました。

 
 



ベビーカーを設置しました︕
⼩さなお⼦さんをお連れの⽅も利⽤しやすいように、平成２７年６⽉５⽇（⾦）から、⼩幡記念図書館にベビー
カーを１台設置しました。
ご利⽤をご希望の⽅は図書館職員へお声掛けください。

 

図書館に図書をご寄贈いただきました。
平成２７年１⽉２３⽇、⼤分⼤学名誉教授、島⽥達⽣様より図書をご寄贈いただきました。
図書名︓『講談社の動く図鑑WONDER MOVE ⼈体のふしぎ』（講談社）
監修︓島⽥ 達⽣（しまだ たつお） ⽒
⼤分⼤学医学部名誉教授、⼤分医学技術専⾨学校・校⻑
ご寄贈いただきました図書は、広く利⽤者の皆様に提供してまいります。ぜひご利⽤ください。

 
 

新聞記事ブラウジングシステム KENBUN のご案内
平成２５年４⽉１７⽇（⽔）、⼩幡記念図書館で「新聞記事ブラウジングシステム KENBUN」を導⼊、設置しました。
「新聞記事ブラウジングシステム KENBUN」は、明治から昭和36年までの、主に⼤分県内で発⾏された新聞記事を簡単なパソコン操作で閲
覧できるシステムです。
カウンターでお申込みいただければどなたでもご利⽤いただけます。調べものや記事の検索などにぜひご利⽤ください。
主な収録新聞（⼀部⽋号あり）】⼤分新聞、豊州新報、⼤分合同新聞、⾅杵新聞、⽇⽥新聞、⽥舎新聞、両豊新報
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