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「図書館に通う日々」           新宮町 田村 忍 
 

 ６０歳で退職し、とにかく暇になりました。在職中もそれなりに本を読んではいまし

たが、比較にならないほどたっぷりと時間があります。いきおい図書館に通う頻度が高

まります。私の読む本は、とにかく面白い本です。恋愛、仕事、時代、冒険、山岳とい

ったジャンルの小説がほとんどと言えます。近年出会った作家さんの中では有川浩さん

がダントツでお気に入りで、多分全部読んだのではと思います。最初の出会いは映画の

「阪急電車」。でも小説家という認識はまるでなく、名前もアリカワヒロシという男性

かなと思っていたくらいでした。ある日新宮図書館の受付近くに設置してある話題の図

書コーナーに『レインツリーの国』が置かれていました。何気なく手に取り「阪急電車」

の作家さんと知り読んだところ一気に引き込まれました。『レインツリーの国』を返却

に行くと、その本は『図書館戦争』という作品の中に出てくる本だと教えて頂き早速『図

書館戦争』に取りかかりました。勿論、作品によっては自分に合う合わないはあるので

すが、その平均打率は最高峰と言えるでしょう。『図書館戦争』は物語としても秀逸で

すが、図書館の業務を知ることができる本でもあります。その本の中に

は、酒を飲んで図書館を暇つぶしの場所としたり、レファレンスサービ

スを悪用して女性司書さんに近づこうとする不逞
ふ て い

な輩も描かれていま

す。現実にはそんなことはないでしょうが、利用者も一緒に作る幸せな

図書館ライフをこれからも楽しみたいものです。 

※『読書と私』は図書館の利用者に執筆していただいています。 
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①平成３０年度の利用状況です ②平成３０年度末現在の所蔵状況です

※上記の他、新聞や雑誌も所蔵しています。

③平成３０年度に実施した主な事業です

※

④過去５年間の利用状況の推移です

利用者数

貸出数

【講演・展示等】国際児童図書評議会（JBBY）展示「世界の子どもの本展」
「『エルマーのぼうけん』から読み解くアメリカの子ども」前沢明枝氏
【その他】本の福袋　一日図書館員　ブックリサイクル

4館共通

529,107 544,933 557,053

132,241 135,299 137,423 137,370

龍　野
【講演・展示等】「読む力は生きる力」脇明子氏　「龍野武者行列絵巻展示」森川寿士氏
【その他】おりがみ教室　貴重本一般公開　大人のためのおはなし会

新　宮

【講演・展示等】「科学っておもしろい」寺西信一氏「ようこそ白い大陸南極へ！」宮下泰尚氏
「子どもと分かちあう絵本の楽しみ」小西美穂氏 「わらべうた講座」小早川美鈴氏、村上泰代氏
「糸で描く自然の営み」内田喜枝子氏 「天体写真展」牛丸公平氏
【その他】「多肉植物の寄せ植え教室」「オオクワガタを育ててみよう」
「犬と友だちになろう」動物愛護センター「ネイチャークラフト教室」龍野北高
大人のためのおはなし会　消しゴムはんこ教室　工作教室

揖保川

【講演・展示等】「おひとりさまからの鉄道旅行」横家伸一氏「絵本はここから始まった」正置友子氏
「フクシマの７年間」豊田直巳氏　「砂絵二人展」・ワークショップ  宮本景・悦氏
「花便り ステンシルで彩る四季」宮脇美智子氏
【その他】「野鳥教室」圓尾哲也氏　おりがみ教室　工作教室　ビーズ教室
大人のためのおはなし会　図書館ツアー

事 業 名 及 び 講 師 等

計
利 用 者 数 136,443 計 463,092

貸 出 数 557,053 AV（視聴覚）資料 4,402

貸 出 数 469,002 児 童 書 105,077

貸 出 数 88,051 参 考 図 書 5,335

（単位：人〔団体〕・点） （単位：点）

個人
利 用 者 数 127,957

図書

一 般 書 338,835

団体
利用団体数 8,486 郷 土 資 料 13,845

491,706 514,414

136,443

御　津

【講演・展示等】「新舞子の砂鉄の魅力」小寺啓章氏 「天体写真展」牛丸公平氏
「雅を描く和凧展」髙艸仁氏
【その他】「手作りアクセサリー講座」鑛山悌造氏
「図書館にプラネタリウムがやってくる！！」坂元誠氏 人形劇  工作教室

上記の他、館内での「おはなしのじかん」や「えほんのじかん」、学校園や福祉施設への訪問、
移動図書館なども実施しています。

（単位：人・点）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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H2７.１１
播磨圏域図書館広域利用開始

H29.10
定住自立圏内の図書館どこでも返却可能に
H30.1
電子図書館サービス開始
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　平成30年度によく読まれた（貸出の多かった）本や、リクエストの多かった本

を紹介します。
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5 5

6 6

7 7

8

9 9

10 10

爆身 大沢　在昌

ののはな通信 三浦　しをん ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子

凶犬の眼 柚月　裕子 ゆかいなかえる ジュリエット・キープス

あやかし草紙 宮部　みゆき だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子

すぐ死ぬんだから 内館　牧子 てぶくろ エウゲーニー・М・ラチョフ

ゴースト（下町ロケット③）　 池井戸　潤 ものぐさトミー ペーン・デュボア

万引き家族 是枝　裕和 どろんこハリー ジーン・ジオン

沈黙のパレード（ガリレオ⑨） 東野　圭吾 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック

魔力の胎動 東野　圭吾 わたしのワンピース にしまき　かやこ

未来 湊　かなえ くだもの 平山　和子

かがみの孤城 辻村　深月 ぐりとぐら 中川　李枝子

〔予約の多かった本〕 〔絵本〕

書　　名 著者名 書　　名 作者名

青嵐の坂 葉室　麟 兵庫県の鉄道（昭和～平成の全路線） 野沢　敬次

逃亡刑事 中山　七里 サピエンス全史　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ

コンビニ人間 村田　沙耶香 シニアの簡単！おいしい！老けない献立 武蔵　裕子

三千円の使いかた 原田　ひ香 ひでこさんのたからもの。　 つばた　英子

雲の果（「弥勒」シリーズ⑧） あさの　あつこ 弟子・藤井聡太の学び方 杉本　昌隆

恋のゴンドラ 東野　圭吾 もっとつくおき nozomi

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾 青春18きっぷで行こう ’18～’19 JTBパブリッシング

おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子 ぜんぶもやしレシピ きじま　りゅうた

牛天神 山本　一力 血めぐり薬膳 坂井　美穂

玄鳥さりて 葉室　麟 図解でよくわかるタネ・苗のきほん 日本種苗協会

おもかげ 浅田　次郎 すごい！セスキ掃除 石鹸百科

長く高い壁 浅田　次郎 掃除は「ついで」にやりなさい！ 新津　春子

あやかし草紙 宮部　みゆき 落ちない汚れをラクに落とす掃除術 茂木　和哉

わたし、定時で帰ります。 朱野　帰子 女子の体幹レッスン 広瀬　統一

護られなかった者たちへ 中山　七里 だまされない　健康に関する「常識」は間違いだらけ 鎌田　實

ラプラスの魔女 東野　圭吾 朝つめるだけ！作りおきのやせる！お弁当389 阪下　千恵

にゃん！ あさの　あつこ クックパッドのおいしい厳選！定番レシピ クックパッド株式会社

蜜蜂と遠雷 恩田　陸 農家が教える梅づくし 農文協

人魚の眠る家 東野　圭吾 その調理、９割の栄養捨ててます！ 東京慈恵会医科大学
附属病院栄養部

<図解>「疲れない身体」をつくる本 齋藤　孝

火花 又吉　直樹 母の家がごみ屋敷 工藤　哲

魔力の胎動 東野　圭吾 生きていくあなたへ 日野原　重明

〔小説・エッセイ〕 〔一般書〕 ※旅行ガイド、小説、エッセイは除きます。

書　　名 著者名 書　　名 著(編)者名

凶犬の眼 柚月　裕子 あなたはそのままで愛されている 渡辺　和子

定年オヤジ改造計画 垣谷　美雨 家事の断捨離 やました　ひでこ

かがみの孤城 辻村　深月 園で人気の手あそびわらべうた 久津摩　英子

昨日がなければ明日もない 宮部　みゆき

九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子 嫌われる勇気 岸見　一郎

マスカレード・ナイト 東野　圭吾 人生がときめく片づけの魔法 近藤　麻理恵

棲月（隠蔽捜査⑦） 今野　敏 ナチュラル洗剤そうじ術 本橋　ひろえ

羊と鋼の森 宮下　奈都 置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子

ほどほど快適生活百科 群　ようこ 逆説の日本史 23 井沢　元彦

悪徳の輪舞曲（ロンド） 中山　七里
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★ 子どもの本を読む会【対象：一般】 

    5 月の行事予定  ※詳細は各館へお問い合せください。 

★ えほんのじかん・・・絵本の読み聞かせ、わらべ歌など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 
 

   

  

 

 

  

  
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

龍野図書館 【対象】１～３歳児、保護者  

１８日（土） 

1１時～１１時２０分 

『がたんごとん がたんごとん』他 

 

御津図書館  

【対象】１～４歳児、保護者  

１２日（日）・１９日（日）１１時～１１時２０分 

『はらぺこあおむし』他 
 

【対象】５歳児～ 

１２日（日）・１９日（日）１１時３０分～１１時５０分

『くわずにょうぼう』他 

 
  
 

揖保川図書館 

４日（土）・１１日（土）・１８日（土） 

11 時～11 時 30 分   

「チム・ラビットとはさみ」他 

 龍野図書館 

１０日（金） 

10 時～11 時 30 分 

『思い出トランプ』 

向田 邦子 著 

御津図書館 

１５日（水） 

13 時 30 分～15 時 30 分 

『陸王』 

池井戸 潤 著 

揖保川図書館 

３日（金） 

10 時～12 時 

『屋根をかける人』 

門井 慶喜 著 

     

旅の始まりは 

図書館から！ 
 

春の陽気に誘われ、ど

こかにお出かけしてみ

ませんか？ 

目的地探しから、下調

べ、グルメやお土産情

報など、旅に役立つ本

を特集しています。 

【期間】５月３０日まで 

“みどりのゆび”を 

持つ人になりたい 

～グリーンのある暮らし～
 

植物を育てることが得

意な人を英語圏では“み

どりのゆび”を持つ人

(green fingers）といい

ます。日々の生活に自然

や緑を取り入れてみま

せんか？ 
【期間】５月２９日まで 

 
野菜が主役！ 

 
太陽の光と雨をたっぷ

りうけて、グングン成

長した野菜の恵みを生

活に取り入れてみませ

んか。 

料理や健康食として

はもちろん、園芸のヒ

ントや野菜で起業もい

いかもしれません。 

【期間】６月２９日まで 

龍野図書館 揖保川図書館 御津図書館

館内特集・展示 （一部紹介） 

新宮図書館 

１１日（土）・１８日（土）・２５日（土）   

10 時 15 分～10 時 45 分 

「絵すがた女房」他 

 

本でこんなに作れます！

保存食、洋服、野菜をはじ

め、家具、模型、どろだん

ご、ネットショップ、俳句

など、本から知識や手段を

得て作るものに、スポット

を当て紹介します。こんな

ものまで作れるの？とい

う発見があるかもしれま

せん。 

【期間】５月３０日まで 

新宮図書館 

龍野図書館 

９日（木）10 時～11 時 30 分 

『カルペパー一家のおはなし』マリオン・アピントン 作 

★ 読書会【対象：一般】・・・本を読んで感想を話し合う 

★ おはなしのじかん【対象：５歳児以上】・・・昔話などの語り、絵本の読み聞かせなど 

新宮図書館 【対象】２～４歳児、保護者 

１３日（月）・１９日（日）・２７日（月） 

１１時～１１時２０分 

『１０ぱんだ』他 

揖保川図書館  

【対象】１～２歳児、保護者  

４日（土）・１６日（木） １０時３０分～１０時４５分  

『てん てん てん』他 

【対象】３～４歳児、保護者   

１１日（土）・１８日（土） １０時３０分～1０時５０分 

『わたしとあそんで』他 

 

新宮図書館改修工事のお知らせ 
６月～１２月上旬（予定）の間、改修工事のため臨時休館します。

工事期間中は、新宮公民館（１階第４研修室）にて開館します。

ご不明な点は新宮図書館までお問い合せください。 
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