新型コロナウイルスに係る県内公共図書館等対応一覧
開館状況

図書館名

イベント等実施状況

利用制限 等

開館時間 利用制限

大分県立図書館

短縮

あり

開館時間 9～19時（平日）

・通常通り実施
・おはなし会→9月12日まで中止

・図書の貸出をしない利用者は、利用券番号または、氏名等を記載
・対面でのレファレンスは15分までに制限
・閲覧席、新聞・雑誌コーナーは座席数の削減、マスク着用
・学習室の座席数の削減（120席中40席）
・視聴覚ホール、研修室の座席数の削減（概ね60席）
・食事室は距離を取った配席（利用時間短縮）

R3.10.7

詳細は
こちら

HP

【利用できないサービス】
・水飲み機

中津市立小幡記念図書
館
（他 市内４館）

豊後高田市立図書館

宇佐市民図書館
（他 分館2館）

姫島村中央公民館図書室

短縮

あり

開館時間〔本館〕 9:30～17:00
〔分館〕10:00～17:00
移動図書館運行（通常通り）

通常通り

あり

通常

無し

【その他のイベント】
・読書週間イベント等、密にならないよ
うなイベントを実施。参加者がいる場
合は人数制限と事前予約制で実施
☆コロナの状況によって開催・中止を
検討する
【休止中】
・あかちゃんタイム
新規イベントは参加人数の縮小、感
染対策を行った上で実施

なし
＊

通常通り

【定期開催】
下記イベントを中止
・おはなし会（毎週月曜）
8/23、8/30、9/6 中止
・赤ちゃんおはなし会
（毎月第3水曜、2回開催）
8/18 中止
・上映会（毎週土曜日）
8/28、9/4、9/11 中止
☆上記以降はコロナの状況によって
検討する

・来館者は入口で検温、連絡先記載、手指消毒
・マスクの着用
・図書館の滞在時間は1時間（目安）
・当日新聞の閲覧は1紙30分、対面でのレファレンスは10分を目安に実施
・閲覧席は座席数を減らして開放
・2階学習室は座席を半数に減らして利用可（午前・午後3時間ずつで要申請）
・検索機、自動貸出機、コピー機の利用可能

HP

【利用できないサービス】
・飲食コーナー
・インターネット検索サービス
・ブラウジングコーナー
・視聴覚資料の館内視聴

＊閲覧席、学習席の座席数を制限
HP

定例のおはなし会、映画会、講座等
は開催

短時間利用のお願い

＊ロビーでの食事禁止

【利用できないサービス】
・視聴覚ブース・グループ室の利用
講座やイベント等は定員の５０％以下
【制限のあるサービス】
おはなし会は定員１０名、アクリル
・閲覧席・学習席・視聴覚ホール・研修室・図書館カフェ（定員もしくは座席５０％
ボード越し（職員及びボランティア）
以下）
・インターネット端末最長1時間の利用
読み聞かせの会は見合わせ

・マスクの着用

HP

開館状況

図書館名

イベント等実施状況

利用制限 等

開館時間 利用制限

詳細は
こちら

○手指消毒・検温・マスク着用・図書館利用カード番号または氏名等記載
○滞在時間 １時間程度

国東市くにさき図書館
（他 市内３館）

短縮

あり

開館時間 10～17時30分

【制限のあるサービス】
・閲覧席の座席数を削減
・滞在時間の延長（受験生や資格取得などの勉強をする方対象)
(滞在時間) 最大４時間まで（午前・午後２時間）
・イベント少人数実施
(申込方法) 入口の来館者名簿を記載し、カウンターへ提出。延長可能「許可
・おはなし会（ボランティア→当分の間 証」を発行
見合わせ、職員→実施）
・視聴覚ブースの利用（くにさき図書館）
（対象者）小学生以下
（期 間）夏休み期間中
（利用時間）１時間
・国見図書館授乳室リニューアル
（利用対象）赤ちゃんと保護者
（利用開始）７月～
（利用時間）１時間

HP

○くにさき図書館 バリアフリー図書コーナー設置（利用しやすい手立て）
（利用開始）８月～
杵築市立図書館
（他 図書室２）

日出町立図書館

別府市立図書館

大分市民図書館
（他 分館１館）

通常通り

通常通り

短縮

短縮

・対面での読み聞かせを当面中止
・その他は通常通り実施

なし

あり

あり

あり

・イベント時は入館の際に検温を実施
(普段は学習室利用者のみ検温を実
開館時間 9～19時00分（平 日） 施)
開館時間 9～17時30分（土日祝日） ・ミニコンサートは歌禁止
・８月のカレイ講演会中止
・９月の読み聞かせ中止

・座席数の制限あり
・多目的室、会議室の定員を制限して貸出
・サーマルカメラ、手指消毒用アルコールの設置
・マスク着用

HP

〇入館の際は手洗い・手指消毒・マスク着用
〇図書の貸出・学習室利用等をしない利用者は入館票に、氏名等を記載
〇サーマルカメラ・館内各机に飛沫防止パネル・足踏み式消毒スタンド導入
〇学習室の座席数の削減（学習室①20席中8席使用、学習室②22席中11席使
用。入室前検温実施）

HP

・滞在時間120分以内。
・入口での、検温、マスクの着用、手指消毒のお願い
・1時間毎に館内放送での注意喚起。
開館時間：9時から17時
・おはなし会：8月中止、９月実施予定 ・3密を防ぐため閲覧室、児童室の席の利用を半数程度にして対面にならない配
（平日・土日・祝日） ボランティア参加は見合わせ(職員実 置にしてる。
施)
・来館者（図書の利用のない方）は、図書館のカード番号または、氏名等を記
載。

開館時間9～19時

通常通り実施
赤ちゃんとえほんのじかんは活動休
止

1時間毎の館内放送で館内利用についての注意喚起。
図書の貸出をしない利用者は、貸出券番号または氏名等を記入。
3密を防ぐため座席を半数程度にし、対面にならないよう配置。
インターネットコーナーの利用時間を30分に制限。

HP

HP

開館状況

図書館名

イベント等実施状況

利用制限 等

開館時間 利用制限

臼杵市立臼杵図書館
（他 分館１館）

津久見市民図書館

由布市立図書館
（他 分館２館）

三浦造船佐伯図書館

通常通り

短縮

通常
通り

短縮

あり

あり

貸出、返却、予約、新規利用者登録のみ。滞在時間１時間以内。来館者は、住
所、氏名等 連絡先を記載（ただし、図書の利用がない場合）。新聞は当日のみ
閲覧可能。
開館（1階開架書架コーナーの利用 読み聞かせ講座、読み聞かせ会は、
学習室、閲覧室の一部開放（人数を半数以下にし、2時間の入れ替え制）
は１時間以内）
感染防止対策を行い実施。
【利用できないサービス】
館内での当日以前の新聞、雑誌（最新号）の閲覧。対面レファレンス（簡易なも
のは可）。インターネットPCの利用。コピーサービス（禁帯出資料のみ可）。

開館時間
火～土曜日 10～18時
日曜・祝日 10～17時

通常通り実施
※但し、毎年７月下旬開催の「図書館
まつり」は延期

・来館者は、利用カード番号または氏名等を記載し、検温を実施
・マスク着用
・閲覧席・インターネット・視聴覚ブースの座席数制限
・県外在住者の利用自粛（R3.8.18～）

詳細は
こちら

市HP

HP(蔵
書検索
へ）

【利用できないサービス】
・おはなしのへや、たたみコーナーの利用

なし

開館時間 10～18時（平日）
10～17時（土・日）

通常通り実施
（状況に応じて延期・中止あり）

学習席・閲覧席の削減、ソーシャルディスタンスの確保、マスク着用、手指消
毒。
【湯布院分館のみ】入館時、貸出カード番号、氏名、熱の有無の記入。

HP

あり

開館時間１０:００～１８：００【土日平
日】
★７月、８月のみ９時から開館
★児童室玄関解放（通年）

・通常通り、飛沫防止や人数制限を加
え実施
・おはなし会は通常通り実施（飛沫防
止策並びに換気対策）

・マスク着用・館内自動検温器設置・消毒
・人数制限(定員の半分）実施中。学習室、視聴覚シアター、多目的ホール(定員
の半分）の使用可。電子書籍導入
★食事室の休憩は可能であるが飲食は当分の間、禁止
【利用できないサービス 】
・ウオータクーラー禁止

HP

・通常通り実施

竹田市立図書館

豊後大野市図書館

日田市立淡窓図書館

通常通り

なし

通常通り あり

短縮

あり

・図書の貸出をしない利用者は名前と連絡先を記入
※但し、「夏休みこどもまつり（7月）」
・閲覧席の座席数を削減
は中止。
・マスク着用、手指消毒、サーマルカメラによる自己検温
※「クリスマスキャロル（12月）」につい
・図書消毒機による返却本の消毒
ては、例年参加者が多いため、コロナ
ウィルスの状況を踏まえて今後判断し
たい。

おはなし会・講座等の行事は人数を
制限して開催。

・6月末までおはなし会は休止（７月か
ら再開）
・ブックスタート事業の読み聞かせ会
開館時間 10～19時（火曜日から土
はR3.4月実施分まで休止
曜日）、10～18時（日曜日、祝日）
・当面の間、集客系イベントは行わな
い。一旦持ち帰って応募するものや企
画展示等に限定して開催。

HP

短時間での利用を呼びかけ。
閲覧席（机・ソファ）の数を制限。
貸出時、希望する利用者が図書除菌機を利用する。
マスク着用、手指消毒、サーマルカメラによる自己検温。

HP

入館票を記入（入館の際、利用者コード又は氏名、連絡先）
R2.9.8～滞在時間：館内の利用は短時間で。
R3.2～玄関に自動体温測定器、自動手指消毒器を設置
R3.4.23～館内の窓開放（常時換気）
【利用できないサービス】
なし

HP

開館状況

図書館名

イベント等実施状況

利用制限 等

開館時間 利用制限

玖珠町わらべの館

通常通り

あり

九重町図書館

通常通り

あり

通常通り

詳細は
こちら

「えほんの会」実施中
※今後のイベント開催は、県内の状
況による
※町外から人を集めるイベントは当分
の間自粛

貸出冊数制限をはずしている。
テーブルのイス半数撤去。テレビ型検温器配備。
非接触手指消毒液器配備。換気及び館内定期消毒実施。
滞在時間30分：時間制限の呼びかけ

HP

通常通り実施

・テーブル席のイスの半減。
・本の除菌機を設置（貸出後に利用者が各自で行う）。
・出入口に手指消毒ボトル、モニタータイプの体温測定器を設置。

HP

