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まもなく「読書週間」。興味の幅を広げるため、貸し出しランキングを掲示
コロナ禍で「暮らしを楽しむ実用書」「おうち遊び」が人気。
～ 学校の図書館司書へのアンケートでは、「思いがけない本との出会い」が好影響との声 ～
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、10 月 27 日からの「読書
週間」を迎えるにあたり、一般実用書、小説、ライトノベル、児童知識、絵本などの 1 年間の貸し出し実績を集計
し、11 月 9 日まで考察コメントと合わせてポスター掲示いたします。「暮らし」や「おうち遊び」を楽しむ本が人気など
コロナ禍の影響が垣間見られました。合わせて海南市の学校の図書館司書へのアンケートを実施し、学校とは異な
る本との出会いが増え、学校図書館の利用増にもつながっているなど、地域の子どもたちへの好影響が生まれている
ことがわかりました。
来館者 80 万人を突破。公共図書館では関西一の来館
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、開館から約
1 年 4 か月間で、人口 10 万人規模の自治体の公共図
書館では関西一の 827,388 人の来館がありました。
海南 nobinos 2 階絵本ゾーン

ランキング一位は「おやつ」「折り紙」「ネコ」

●●●●

一般実用書では、「奥薗壽子の子どものおやつ」「メイク大全」
「１日１捨」など、暮らしを楽しむ、充実させる本が人気でした。
児童ちしきの本では、「ディズニー折り紙あそび」「おりがみ・こうさ
く★ミニブックシリーズ」などおうち遊びにぴったりの折り紙の本が
1 位、2 位に入りました。
絵本では、昔ながらのベストセラーの「11 ぴきのねこ」と、ここ数
年人気の「ノラネコぐんだん」などのネコの絵本が上位に入りまし
た。愛らしく元気なネコたちから元気をもらっている心理が読み取
れます。11 月９日まで、考察のコメントと合わせてジャンル別貸
出本のランキングをポスター掲示し、知らない本に興味を持っても
らうきっかけを作ります。

『11 ぴきのねことあほうどり』馬場のぼる著 こぐま社
『ノラネコぐんだん そらをとぶ』工藤 ノリコ著 白泉社
『メイク大全』高松 由佳, 高木 大輔監修 成美堂出版
『ライオンのおやつ』小川 糸著 ポプラ社
『おりがみ・こうさく★ミニブック ３ つくってたのしい！あそべるおりがみ』
いしかわ まりこ著 ポプラ社
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■海南市学校図書館司書へのアンケート抜粋
１．ノビノス開館後の学校図書館への影響
・児童・生徒の知的、関心のレベルによって多種多様な参考資料を団体貸出で利用できるので、その後の
ノビノス⇔学校図書館の導線となりやすい。
・学校から近い場所に図書館ができたので助かっている。図書館の分類で困ったときにノビノスを参考にさせていた
だく場合がある。
２．ノビノス開館後の生徒たちへの影響
・蔵書数も多いので休日に親に連れられて借りに行く子が多い。読書の幅が広がって、発達途上の生徒にとっては
良い環境。
・近場の生徒は本当によくノビノスに通っている様子。学校図書館には５~６年向けのヤングアダルトの本が少な
いので、ノビノスまで行って読んでいる生徒もいる。
・施設見学に行った後に、家庭内で利用したと言ってくる児童が増えた。「見つけた→借りた」を楽しんで行うという
ことは、授業等で「必要だから利用した」という「見つけた→借りた」とは違う経験ができる。特にノビノスの配架形
態から、児童は「思いがけない本との出会い」を得られるのが素晴らしい。
３．ノビノスの地域に対する影響
・ノビノスで開催されるイベント、教室などが開かれる会議室やノビノスパーク等、図書館やカフェ以外にもノビノス全
体がコミュニティセンター（スペース）として地域住民またはそれ以外の利用者にも憩いの場となっているように思
う。
・無料で本を借りたり、勉強ができたり、スタバでくつろいだりできて良い。
周辺店舗や医療センターにとってもありがたいのでは。
・よくイベントが開催され、様々な年代に利用され凄い集客量だと感じている。特に中高生の居場所になっていて
いいと思う。

■「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 5987 冊（うち絵本の開架冊数 5 万 1943 冊）※2021 年
９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
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※2021 年９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)

