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「私と図書館」         新宮町  家納 美浪子 

                          

 幼い頃はただなんとなく本を読んでいました。そんな私が本を

読むことが好きになったきっかけは、「メアリー・ポピンズ」です。

夢の世界に入り込んで一気に全巻を読み終えていました。そこか

ら、学校の図書室で本を借りたり、本屋さんに行って本を読んだ

りしていました。「もっと近くに図書館があればいいのにな～」と

思うことも多々ありました。 

以前勤務していた小学校で、子どもたちが少しでも本を読むこ

とが好きになってくれたらいいなと思い、「子どもたちに毎日１冊 

           読み聞かせしよう」と決めて、実行することにしました。 

なかなか時間が取れなくてできないこともありました。それでも

子どもたちは、今日はどんな本読んでもらえるかなと楽しみにしていました。とても人気のあ

った本は『ジャイアント ジャムサンド』です。子どもたちはとても喜んで、もう１回読んで

と言ったくらい楽しい本でした。 

 朝の読書の時間ができた時は、図書館で本を借り、子どもたちに読みたい本を選ばせて読ま

せました。子どもたちから「こんな本を借りてきて」というリクエストも出てきました。少し

は興味を持ってきてくれたかなと思いました。 

 うれしいことに、私の家の近くに図書館ができました。本の数が多く、選ぶのも迷ってしま

います。そんな時は図書館の方たちに声をかけて選んでいただきました。とてもありがたかっ

たです。 

 今では、図書館を私の家かな？ と思うくらい身近に感じています。 

 

    ※『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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『風にのってきたメアリー・ポピンズ』 

Ｐ・Ｌ・トラヴァ－ス作 岩波書店 



①平成２４年度の利用状況です ②平成２４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２４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

貸 出 数 477,941

※ 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。

平成２０年度 平成２１年度

506,626

利 用 者 数 130,366 142,427

504,237

125,208

484,826 487,146

平成２２年度 平成２３年度

116,388 120,511

（単位：人・点）

平成２４年度

事業名【（講師名）回数・参加人数など】

揖保川

おりがみ教室【26人】　野鳥教室【(圓尾哲也氏)24人】　一日図書館員【4人】　科学あそび教室
【スライムを作ろう 38人】　ブックリサイクル【351人1743冊】　こどもの読書週間記念展示
【読んでみよう・作ってみようたのしい本！】　たなばたを飾ろう【あなたの願いは？ 53人】
特別展示【播磨の武将～黒田官兵衛、ハンサム・ウーマン新島八重】

揖保川・
御津共催

貴重本一般公開【17日1802人】　貴重本活用事業【(堂野能伸氏・初田隆氏)3回80人】　理科自由
研究【(上田倫範氏)149人】　工作教室【（龍野北高校生）84人】　パネルシアター【（龍野北高校生）
51人】　赤トンボヤゴ観察会【187人】　合同読書会【25人】　オータムフェスティバル関連行事
【860人】　読み聞かせ講座【(村上泰代氏)3回104人】

御　津

『星の王子さま』の朗読会【31人】　写真パネル展【『星の王子さま』とサン=テグジュペリを訪ねて】
市民ギャラリー【木彫り展100人】　館内ギャラリー【子どもたちからセンダックさんへ】
夏休み親子工作教室【29人】　親子でいっしょにわらべうた【（稲田尚子氏）31人】
雑誌リサイクル【103人437冊】　一日図書館員【7人】

新　宮

読書講演会【海を渡って来たことば(辻星児氏)47人】　コンサート【ジェンベの響き(ﾐﾛｺﾞ･ﾍﾞﾉｱ氏)
65人・蓄音機クレデンザ・HMV 59人】　クリスマスきりがみ教室【41人】　工作教室【37人】
おりがみ教室【22人】　大人のためのグリムのおはなし会【16人】　展示【人体塑像展（佐々木
英惠氏）・西表島の生きものたち（甘中照雄氏）・新春を寿ぐちりめん細工（井口勝夫氏）】
一日図書館員【6人】　ブックリサイクル【543人2535冊】

龍　野

読書講演会【播磨から飛躍 黒田官兵衛(中元孝迪氏)56人】

貸 出 数 504,237 AV（視聴覚）資料 4,166

418,171

（単位：人〔団体〕・点） （単位：点）

5,488

利用団体数 4,319 郷 土 資 料 11,617

貸 出 数 467,727 児 童 書 94,695
個人

利 用 者 数 120,889

図書

貸 出 数 36,510 参 考 図 書

一 般 書 306,371

計
利 用 者 数 125,208 計
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注）統計の数値は全て市立図書館４館の合計値です。 
  H22年度利用者数の大幅な減少については、H22年3月にシステム改修を行った際の統計処理の見直しによる影響です。 

H22.4 
住基カードでの貸出開始 

H23.9 
市内全域移動図書館車運行開始 
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〔日本の小説・エッセイ〕 〔一般書〕※旅行ガイド、小説、エッセイは除く
書名 著者名 書名 著者名

1 謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 1 カヨ子ばあちゃん７３の言葉 久保田 カヨ子
2 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾 2 人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵
3 舟を編む 三浦 しをん 3 くじけないで 柴田 トヨ
4 県庁おもてなし課 有川 浩 4 群ようこのおすすめ良品カタログ 群 ようこ

夜鳴きめし屋 宇江佐 真理 5 狭くても、あきらめなくていい収納のルール 成美堂出版編集部

あなたの本 誉田 哲也 6 ベターホームの朝ごはん ベターホーム協会

麒麟の翼 東野 圭吾 おいで、一緒に行こう 森 絵都
マスカレード・ホテル 東野 圭吾 イラスト基本からわかる土と肥料の作り方・使い方 後藤 逸男

9 三匹のおっさん　ふたたび 有川 浩 体脂肪計タニタの社員食堂　続 タニタ
10 告白 湊 かなえ 誰も教えてくれなかった！月１５万円「年金」の使い方 山本 節子

真夏の方程式 東野 圭吾 断捨離　私らしい生き方のすすめ 川畑 のぶこ
散り椿 葉室 麟 采配 落合 博満
平蔵の首 逢坂 剛 絵本作家のアトリエ　１ 福音館書店母の友編集部

流星の絆 東野 圭吾 ヒマラヤの風にのって 吉村 達也
地層捜査 佐々木 譲 15 朝はアフリカの歓び 曽野 綾子

16 奈落の顔 （高瀬川女船歌 ７） 澤田 ふじ子 ふるさと兵庫１００山 兵庫県山岳連盟

17 死命 薬丸 岳 この絵、どこがすごいの？ 佐藤 晃子
18 東雲の途 あさの あつこ 18 体が硬い人のためのストレッチ 荒川 裕志
19 鮫島の貌 大沢 在昌 正しい水の飲み方・選び方 藤田 紘一郎

あなたが愛した記憶 誉田 哲也 山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞について聞いてみた 山中 伸弥
朝の霧 山本 一力 生協の白石さん　学びと成長 白石 昌則
コンカツ？ 石田 衣良 高峰秀子暮しの流儀 高峰 秀子
謎解きはディナーのあとで　２ 東川 篤哉 世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ

境遇 湊 かなえ 腸内革命 藤田 紘一郎
プラチナデータ 東野 圭吾 聞く力 阿川 佐和子
一石二鳥の敵討ち 佐藤 雅美 ママの心がふわりと軽くなる子育てサプリ 佐々木 正美
新参者 東野 圭吾 読む年表 中国の歴史 岡田 英弘

28 おまえさん　下 宮部 みゆき 28 わたしの小さな古本屋 田中 美穂
往復書簡 湊 かなえ スティーブ・ジョブズ ウォルター・アイザックソン

黄泉から来た女 内田 康夫 中学英語だけでかなり通じる英会話 イングリッシュ倶楽部

別海から来た女 佐野 真一
〔リクエストの多かった本〕 置かれた場所で咲きなさい 渡辺 和子

書名 著者名
1 居眠り磐音　シリーズ 佐伯 泰英

虚像の道化師 東野 圭吾 〔外国の小説・エッセイ〕
三匹のおっさん　ふたたび 有川 浩 書名 著者名

4 ナミヤ雑貨店 東野 圭吾 1 ジョン万次郎 マーギー・プロイス

5 舟を編む 三浦 しをん 2 バーニング・ワイヤー ジェフリー・ディーヴァー

6 禁断の魔術 東野 圭吾 3 ロスト・シンボル　上下 ダン・ブラウン
7 空飛ぶ広報室 有川 浩 月曜日のリスはさびしい カトリーヌ・パンコール

8 ６４ 横山 秀夫 湿地 アーナルデュル・インドリダソン

9 白ゆき姫殺人事件 湊 かなえ マイクロワールド マイクル・クライトン

ソロモンの偽証　第1部 宮部 みゆき ミレニアム　１ スティーグ・ラーソン

ソロモンの偽証　第2部 宮部 みゆき 8 ００７白紙委任状 ジェフリー・ディーヴァー

12 母性 湊 かなえ 9 トガニ 孔 枝泳
13 サファイア 湊 かなえ 10 カジュアル・ベイカンシー　１ Ｊ．Ｋ．ローリング

14 旅猫リポート 有川 浩 11 白檀の刑 莫 言
15 ひなこまち　 （しゃばけ１１） 畠中 恵 12 ルパン、最後の恋 モーリス・ルブラン

4

平成２４年度　図書館ベストリーダー

5

7

平成２４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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館 名 行 事 対 象(上段） ・ 時 間（下段） ５月の予定

●えほんのじかん　  ０～３歳児、保護者  １１日・１８日

　第２・第３土曜日（１１時～１１時２０分）  『たまごのあかちゃん』他

●子どもの本を読む会  一般  ９日

　第２木曜日（１０時～１１時３０分） 『エーミールと探偵たち』エーリヒ ケストナー

　読書会  一般  １０日

　第２金曜日（１０時～１１時３０分） 　『ことばの食卓』　武田　百合子著

●えほんのじかん　  ２～４歳児、保護者  １３日・２７日

  第２・第４月曜日（11時～11時20分）  『かばくん』他　

■おはなしのじかん  ５歳児～  １１日・１８日・２５日

  土曜日（11時～11時30分）  『せかい１おいしいスープ』他

●えほんのじかん　  ３～５歳児、保護者  １１日・１８日

　第２・第３土曜日（10時30分～10時50分）  『わたしとあそんで』　他

■おはなしのじかん  小学生以上  １１日・１８日

　第２・第３土曜日（11時～11時30分）  「かん太さまのいびき」他
 

　読書会  一般  １５日

　第３水曜日（10時～12時） 　『賢者の贈り物』　O・ヘンリー　著

●えほんのじかん　  ０歳児～、保護者  １２日・１９日

  第２・第３日曜日（11時～11時20分）  『くんちゃんのはたけしごと』 他

　読書会  一般  ７日

　第１火曜日（13時30分～15時30分）  『小さいおうち』　中島 京子 著

　　　【日時】３日（金）１１時～　【場所】龍野図書館（１階）【出演】龍野北校生

　御津図書館

　℡（０７９）
　３２２－１００７

　「写真パネル展 アンデルセン童話の故郷」 童話作家アンデルセンの生涯と作品の舞台をたどる写真展

　     【展示期間】　１０日（金）まで　【場所】御津図書館開架室

　お空のしたで！そよかぜおはなし会

　　　5月１１日（土）のおはなし会は図書館近くの川原で、おはなし会をします

　　　※雨天の時は ５月１８日（土）　　

       各館の行事予定 ※詳細は各館へお問い合わせください。

 揖保川図書館

　℡（０７９１）
　７２－７６６６

　新宮図書館

　℡（０７９１）
　７５－３３３２

　　　【日時】３日（金）１１時～１５時　【場所】龍野図書館資料室（２階）【説明】たつの赤トンボを増やそう会

　パネルシアター「ぐりとぐら」　手遊びなど

　龍野図書館

　℡（０７９１）
　６２－０４６９

　貴重本一般公開　『ミケランジェロ・ラ・ドッタ・マーノ』、ちりめん本等の展示

　　　【日時】３日（金）４日（土）１１時～１５時　【場所】龍野図書館資料室（２階）

　アキアカネのヤゴ観察会　★解剖顕微鏡でヤゴの様子を見てみませんか

　　　※ミニ講演会同時開催　①１２：３０～　②１３：３０～　③１４：３０～（ビデオ等を見ながら約２０分程度）
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