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「おりこうばかりではいられない」    御津町 上田 睦美 
 
どんな本が好きかと聞かれたら、アストリッド・リンドグレーンの児童書と『絵本論』

（瀬田 貞二 著 福音館書店）だと答えます。 

リンドグレーンの『エーミルはいたずらっ子』では、大好きなスープを飲み干したく

て、スープ鉢の中に頭を突っ込んで取れなくなったり、妹を旗立て柱にぶらさげたりし

ます。『おもしろ荘の子どもたち』では、お父さんのこうもり傘を持って、パラシュー

トのように屋根から飛び降りて、脳しんとうをおこすという、大人が思いもよらないい

たずらをします。 

おりこうばかりではいられない子ども―エーミルやピッピ（『長くつ下のピッピ』の

主人公）―と出会ったことが、私に子どもらしさの本質を教えてくれました。自分が子

育てをしていたころは、とにかく食べさせ、着させ、外で遊ばせました。リンドグレー

ンの本に出てくるくらい元気な子に育ちましたが、後に読んだ児童書から当時の娘たち

の行動が納得でき、もっと早く手にしていればと思いました。 

また、『絵本論』では、子どものことを本当によく知っている著者が、歴史的に絵本

がどうやってできたのか、良い絵本とはどういう本であるか、子ども

がなぜ繰り返し絵本を読んでほしいと言うのかといった疑問にも答

えてくれました。 

いつか孫ができたら、娘に『絵本論』を薦めて、みんなで一緒に図

書館へ通いたいです。 

 
 

※『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令和元年度の利用状況です ②令和元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令和元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

令和元年度

122,485

507,254

135,299 137,423 137,370 136,443

514,414 529,107 544,933 552,927

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

（単位：人・点）

4館共通
【講演・展示等】アキノイサム絵本原画巡回展
【その他】本の福袋　一日図書館員　ブックリサイクル

龍　野

新　宮
【その他】「まちの保健室健康相談」兵庫県看護協会西播磨支部　「移動図書館車がやってくる」
工作教室　こどもかるた大会
（※令和元年10月～令和２年３月の期間中、改修工事のため事業ができませんでした。）

揖保川

御　津

【講演・展示等】「絵本づくりは駅伝だ」野坂 勇作氏
「むかいあってわらべうた」小早川 美鈴氏
【その他】「アメリカ・インディアンの詩の朗読」朗読ボランティア 潮騒
「はじめてのつまみ細工」上田 睦美氏 　えほんかるた大会 　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。

【講演・展示等】「子どもも大人も絵本で育つ」湯澤 美紀氏
「バードカービング展」伊達 忠雄氏
【その他】昔のおもちゃ工作教室　貴重本一般公開

【講演・展示等】「秋霜に生きる～孤高の政治家・斎藤隆夫の生涯～」横家 伸一氏
「木版画展」藤井 義通氏
【その他】「野鳥教室」圓尾 哲也氏　「まちの保健室健康相談」兵庫県看護協会西播磨支部
おりがみ教室　工作教室

貸 出 数 507,254 AV（視聴覚）資料 3,626

事 業 名 及 び 講 師 等

貸 出 数 74,733 参 考 図 書 5,335

計
利 用 者 数 122,485 計 471,397

団体
利用団体数 6,475 14,127

（単位：人〔団体〕・点） （単位：点）

344,993

貸 出 数 432,521 児 童 書 106,942
個人

利 用 者 数 116,010

図書

一 般 書

郷 土 資 料
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貸出冊数の推移 (点)

110,000

120,000

130,000

140,000

H27 H28 H29 H30 R１

利用者数の推移 (人)

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

R1.10～R2.3

新宮図書館改修工事
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　令和元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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　　　　　　　〔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

3

7

いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川　佐和子 姫路城まるごとガイドブック 芳賀　一也

九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子 一切なりゆき

呪護 今野　敏 ひょうごの城めぐり 本岡　勇一

マリコを止めるな！ 林 　真理子 兵庫ぶらり歴史探訪ルートガイド 兵庫五国探訪の会

酒井　順子

隠居すごろく 西條　奈加 人生がときめく片づけの魔法（１・２） 近藤　麻理恵

樹木　希林

沈黙のパレード（ガリレオ⑨） 東野　圭吾 家族終了

5

マスカレード・ナイト 東野　圭吾 還暦着物日記 群　ようこ

いも殿さま 土橋　章宏 日本国紀 百田　尚樹

かがみの孤城 辻村　深月 かがくのとものもと 福音館書店7

お茶壺道中 梶　 よう子 大原千鶴のまいにちのごはん 大原　千鶴

傑作はまだ 瀬尾　まいこ 播磨ハイキングを楽しむ 柴田　泰典

姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷　美雨 主婦のミシンおもしろい仕掛けの布こもの 主婦のミシン

さよならの儀式 宮部　みゆき 姫路城の「真実」 播磨学研究所

キンモクセイ 今野　敏 家事の断捨離 やました　ひでこ

10

12

炎天夢（東京湾臨海署安積班⑫） 今野　敏 達人が教える！農家直伝おいしい野菜づくり 加藤　正明

機捜235 今野　敏 カミキィの季節のおりがみ カミキィ

スクエア 今野　敏 スマホで困ったときに開く本2019 朝日新聞出版

ノースライト 横山　秀夫 リアルサイズ古生物図鑑　古生代編 土屋　健

14

黒川　伊保子

帰還 堂場　瞬一 わらべうたあそび120 阿部　直美

23

すぐ死ぬんだから 内館　牧子 世界で一番美しいかくれんぼ アンナ・レヴィン

魔眼の匣の殺人 今村　昌弘 その調理、まだまだ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

18

蜜蜂と遠雷 恩田　陸 妻のトリセツ

立澤　あさみ

草々不一 朝井　まかて てんきち母ちゃんのあっという間のおかず 井上　かなえ
25

昨日がなければ明日もない（杉村三郎シリーズ⑤） 宮部　みゆき 園で人気の手あそびわらべうた 久津摩　英子

傲慢と善良 辻村　深月 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

指揮権発動 笹本　稜平 カッター1本でOK!はじめての消しゴムはんこ

きじま　りゅうた

検事の信義（佐方貞人シリーズ④） 柚木　裕子 フランス人は10着しか服を持たない ｼﾞｪﾆﾌｧｰ･L.ｽｺｯﾄ

ラプラスの魔女 東野　圭吾 できる大人の手習い帖LINE知りたいこと100選 エディポック

カゲロボ 木皿　泉 置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子

27
帰去来 大沢　在昌 きょうも明日も炒めもの

地域を知ろう「観光カルタ」
編集委員会

そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ ひょうご雑学100選 先崎　仁

奈緒と磐音（新・居眠り磐音①） 佐伯　泰英

　　　　　　　〔予約の多かった本〕 　　〔郷土資料〕

書　　名 著者名 書　　名 著(編)者名

格安SIM&スマホスマートガイド リンクアップ

ワクワク!!ローカル鉄道路線　関西編 梅原　淳

希望の糸 東野　圭吾 たつの市　観光カルタ

臺山の会

検事の信義（佐方貞人シリーズ④） 柚木　裕子 たつの・宍粟・太子の昭和 盛田　賢孝

落日 湊　かなえ 御津百話 御津町史編集専門部委員会

ライオンのおやつ 小川　糸 風土記 瀧音　能之

さよならの儀式 宮部　みゆき 旧揖保郡の地名

埴岡　真弓あきない世傳 金と銀 7 高田　郁

たつのに鉄道がやってきた たつの市立龍野歴史文化資料館

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新宮町の自然 新宮町自然調査団

むらさきのスカートの女 今村　夏子 永富家の人々 今田　哲夫

平場の月 朝倉　かすみ

はりま伝説夢物語

-　3 -



                     - ４ - 

ますます充実 電子図書館 

利用できる人：たつの市・宍粟市・上郡町・佐用町に在住・在勤・在学の方 

電子図書館は、インターネット経由で電子書籍を貸し出すサービスです。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

大人も楽しめる 

かがくのふしぎ 

「なぜ？」「どうして？」

と疑問に感じるモノや現

象など身の回りにある科

学の不思議を解き明かし

てみませんか？ 
 

【期間】５月３１日まで 

   

おうちで過ごそう 

この機会に新しいことを

始めてみませんか？DIY

の本や、手芸の本、めず

らしい料理の本、古典文

学作品など、おうちにい

る時間が少しでも楽しく

なるような本を集めまし

た。 

【期間】５月３０日まで 

 
困りごと解決！ 

 

ビジネス、家事、育児、

インターネット…日常

生活の、困りごとを解

決！をテーマに本を集

めました。図書館で思い

がけない「困りごと」を

思い出すかもしれませ

ん。ぜひ、のぞいてみて

ください。 

【期間】５月３０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） 
 
 

想像で旅をしよう 

外出がままならない昨今で

すが、人間の持つ想像力で、

世界でも宇宙でも時空を超

えても旅ができます。脳内

旅行をサポートする写真集

や、ガイドブック、紀行文、

旅の小説や、現実の旅を楽

しくする語学の本を用意し

ました。 

【期間】５月３１日まで 

新宮図書館 

 ●２４時間、いつでもどこでも利用 OK！ 

インターネットに接続できる環境とスマートフォンやタブレットなどの端末があれば、時間や

場所を選ばず利用できます。かさばらないので、持ち運びにも便利です。 

※特にコロナウイルス対策で家に居る時間が長くなっていますので、この機会にぜひご利用ください！ 

●返却や延長はワンクリックで OK！ 

図書館にわざわざ足を運ばなくても、端末上で返却も延長もできます！借りた本は２週間で自

動的に返却になります。※延長は１回に限り２週間延長できます。予約されている方がいたら

延長できません。 

●聞いて楽しむ音声コンテンツや大きな文字に変換する機能も！ 

小説や昔話などの朗読や英会話、テキストを音声に変換する機能が付いています。また、小さ

な文字が読みづらい方のために文字を大きくすることも可能です。 

電子図書館のお問い合わせ・申し込みは最寄りの図書館まで 
 
各図書館に貸出券をご持参の上、図書館窓口でお申し込みください。

電子図書館専用の利用者 ID と仮パスワードを発行いたします。 

  電子図書館 URL 

https://www.d-library.jp/haritei
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