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「シリーズもの」「転生もの」が人気など、コロナ禍の影響も 

「海南 nobinos」が開館後 1年間の貸し出し本ランキングを発表 

～ 人口 10万人規模の自治体の公共図書館では関西一の 62万人の来館数を達成 ～ 

  

日本一となる 5 万冊の絵本を開架する親子で楽しめる複合施設「海南 nobinos」は、6 月 1 日に開館 1 周年
を迎えるにあたり、絵本、ライトノベル、漫画の 1 年間の貸し出し実績を集計し、6 月 17 日まで１周年記念パネル
展示とともに掲示いたします。コロナ禍で「読書の時間が増え、『シリーズもの』を読破しようという人が多かった」「閉
塞感を打破しようと『転生』ものが人気だった」など、コロナ禍の影響が垣間見られました。１周年記念として、事前
告知なしでオリジナルトートバッグ配布の草取りイベントを開催し、６月５日、６日の２日間で延べ約 600 人が参
加しました。 

 

本を読む人のすそ野を広げる施設に 
 

本との出会いは、感性や好奇心を磨き、新しい世界を知
るきっかけになりますが、図書館を利用する人たちの固定
化が進んでおり、これまで図書館を利用している人は海南
市の 7％にとどまっていました。 

その状況を変えるため、利用者が手に取れる冊数としては
日本一となる 5 万冊の絵本を開架し、遊びながら本に触
れ、好奇心を高める工夫を随所に施すことで、開館から 1

年間で、人口 10 万人規模の自治体の公共図書館では
関西一の 620,779 人の来館がありました。(日本図
書館協会「日本の図書館 統計と名簿 2019」より。)  

 

巣ごもり期間に本で新しい世界を知ってほしい 
 

えほんジャンルでは、「ノラネコぐんだん」「おしりたんてい」
「ペンギンきょうだい」などの「シリーズもの」が貸し出し 1～
3 位を占めました。コロナの影響で読書時間が増え、この
機会にシリーズものを全部読破しようという人が多かった
ようです。 

コミックジャンルでは、ドラマ主演 2 人の結婚で話題にな
った「逃げるは恥だが役に立つ」が堂々の 1 位に。コロナ
禍での明るいニュースの影響で、今後も一層貸し出し
が増えることが予想されます。 

ライトノベルジャンルでは、「転生したらスライムだった件」など「転生もの」が 10 位以内に 3 作入りました。コロナ禍が
長引くことでの閉塞感を読書で発散しようとしている心理が垣間見られます。６月 17 日まで、1 年間のイベントや
利用者の様子などの写真パネル展示とともにランキングを掲示し、知らない本に興味を持ってもらうきっかけを作りま
す。当館では、今後も開館日(6 月 1 日)、読書の日(10 月 27 日)などにジャンル別の貸し出しランキングを作成
して発表する予定です。 

 

 

 

 

 

●●●● 

本件に関するメディアからの問い合わせ先 

海南 nobinos 指定管理者 TRC 海南（担当︓松藤）    海南市教育委員会生涯学習課 (担当︓山部)  

〒642-0002 和歌山県海南市日方 1525-6          〒649-0121 和歌山県海南市下津町丸田 217-1 

TEL︓073-483-8739 FAX︓073-483-8738        TEL︓073-492-0143 FAX︓073-492-3390 

E-mail: trc.kainan@trc-sp.jp                      E-Mail︓yamabe-yohei@city.kainan.lg.jp 

HP  https://kainan-nobinos.jp/                 

 

海南 nobinos 広場イベントの様子 

海南 nobinos 2 階絵本ゾーン 



■開館から一年間のジャンル別貸し出しランキング 

 

えほん                               コミック 

１位 ノラネコぐんだん シリーズ 工藤 ノリコ  １位 逃げるは恥だが役に立つ 海野 つなみ 

２位 おしりたんてい シリーズ トロル  ２位 古見さんは、コミュ症です。 オダ トモヒト 

３位 ペンギンきょうだい シリーズ 工藤 ノリコ  ３位 宇宙兄弟 小山 宙哉 

４位 くろくんとなぞのおばけ なかや みわ  ４位 深夜食堂 安倍 夜郎 

５位 おばけれっしゃ しのだ こうへい  ５位 青のオーケストラ 阿久井 真 

６位 ねずみくんとおばけ なかえ よしを  ６位 あたしンち けら えいこ 

７位 １１ぴきのねことへんなねこ 馬場 のぼる  ７位 椿町ロンリープラネット やまもり 三香 

８位 １００かいだてのいえ いわい としお  ８位 おじさまと猫 桜井 海 

９位 どんぐりむら シリーズ なかや みわ  ９位 ドラゴンボール 鳥山 明 

10 位 ぼく、仮面ライダーになる！ シリーズ のぶみ  10 位 うしおととら 藤田 和日郎 

 

ライトノベル 

１位 転生したらスライムだった件 伏瀬 

２位 鬼滅の刃（ノベライズ） 吾峠 呼世晴 

３位 薬屋のひとりごと 日向 夏 

４位 ５分後に意外な結末シリーズ 桃戸 ハル 

５位 ハイキュー！！ショーセツバン！！ 古舘 春一 

６位 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する 月夜 涙 

７位 世界は「 」で満ちている 櫻 いいよ 

８位 ヒロイン育成計画 HoneyWorks 

９位 劣等眼の転生魔術師 柑橘 ゆすら 

10 位 とある魔術の禁書目録（インデックス） 鎌池 和馬 

 

 

■「海南 nobinos」施設概要 

名称︓海南 nobinos （カイナン ノビノス） 

   ※「のんびりする」「のびのびできる巣」という意味 

所在地︓和歌山県海南市日方 1525 番地 6 

Access︓JR 海南駅より徒歩 7 分 

開館時間︓9:00～21:30 

休館日︓12 月 29 日～1 月 3 日 

運営︓指定管理者 TRC 海南 

代表団体︓株式会社図書館流通センター（本社:東京都文京区 代表取締役社長 細川博史） 

構成団体︓株式会社明日香（本社:神奈川県横浜市 代表取締役 萩野吉俗） 

            ︓大揚興業株式会社（本社:和歌山市新通 2 丁目 代表取締役社長 村田弘至） 

施設内容︓①図書館機能／蔵書冊数 13 万 2973 冊（うち絵本の開架冊数 5 万 1609 冊）※2021 年

５月末時点 ②市民活動･生涯学習活動支援機能／ホール(最大 254 席)、多目的室×３、会
議室×２、音楽練習室×１ ③子育て支援機能／和歌山県内の公共図書館では初の常設有
料託児室、乳幼児用の遊び場、屋外広場に隣接する保護者待機室など ④カフェ／スターバック
ス コーヒー 海南 nobinos 店（館内は全て蓋つき飲み物の利用可） ⑤広場 

 



■海南 nobinos図書館利用カード所有者数内訳 

 人数 割合（%） 男性 女性 不明 

海南市 5,054 48.2% 1,681 3,360 13 

和歌山市 3,767 35.9% 1,146 2,597 24 

紀美野町 344 3.3% 99 243 2 

有田市 388 3.7% 131 256 1 

その他県内 941 9.0% 285 655 1 

計 10,494 100% 3,342 7,111 41 

※2021 年 5 月末現在 

     海南 nobinos カードの登録者のみ (旧カード登録者は除く) 
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