
13．ブックスタート実施状況
【配布状況及びブックスタートのひろば実施状況】

2,730冊

【ブックスタート 館別・種別配布状況】 ※「BM」→自動車文庫 「千・佐」→千里山・佐井寺図書館 「(分)」→分室 

中央 BM 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 山田駅前 山田(分) 全館

いないいない

ばあ
87冊 14冊 108冊 21冊 57冊 127冊 44冊 70冊 56冊 27冊 611冊

がたんごとん が

たんごとん
92冊 15冊 155冊 21冊 61冊 126冊 50冊 62冊 66冊 36冊 684冊

きゅっ きゅっ

きゅっ
61冊 10冊 122冊 20冊 53冊 111冊 58冊 55冊 58冊 33冊 581冊

じゃあじゃあ

びりびり
93冊 13冊 104冊 36冊 57冊 110冊 36冊 64冊 60冊 40冊 613冊

りんご 24冊 2冊 54冊 12冊 22冊 33冊 24冊 28冊 27冊 15冊 241冊

合    計 357冊 54冊 543冊 110冊 250冊 507冊 212冊 279冊 267冊 151冊 2,730冊

【ブックスタートのひろば 館別参加状況】

中央 BM 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 山田駅前 山田(分) 計

回 数 144回 ― 141回 72回 141回 141回 144回 144回 141回 138回 1,206回

参加人数 1,438人 ― 1,982人 259人 1,578人 5,744人 1,911人 1,785人 1,408人 751人 16,856人

※0・1歳の乳幼児と保護者対象のよみきかせ

【ブックスタート 配布率の推移】

参加人数

【ブックスタートのひろば 参加人数の推移】

平成24年度

参加人数

【「おひざで絵本」 館別参加状況】

中央 BM 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 山田駅前 山田(分) 計

回 数 47回 - 51回 20回 47回 72回 114回 24回 47回 24回 446回

参加人数 464人 - 472人 105人 238人 1,245人 824人 369人 394人 90人 4,201人

※2・3歳の幼児と保護者対象のよみきかせ

平成26年度

83％

平成23年度

12,396人

平成26年度

16,856人

平成25年度

80％83.4％

平成24年度

平成25年度

配布冊数

3,288人 83％

74.6％ 83.1％

平成23年度平成22年度

15,014人 14,099人 15,065人

1,206回

ブックスタートのひろば

回数 参加人数

16,856人

対象者 配布割合

平成22年度
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14．学校との連携

【図書館見学・学校訪問等】　 ※「BM」→自動車文庫　「千・佐」→千里山・佐井寺図書館　「(分)」→分室　

中央 BM 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 山田駅前 山田(分) 計

6回 - 2回 3回 3回 3回 3回 2回 1回 4回 27回

479人 - 30人 120人 170人 234人 218人 79人 3人 205人 1,538人

0回 - 1回 4回 8回 1回 0回 0回 0回 0回 14回

0人 - 30人 327人 415人 160人 0人 0人 0人 0人 932人

- 2校5回 - - - - - - - - 2校5回

- 336人 - - - - - - - - 336人

【読書推進】

中央 BM 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 山田駅前 山田(分) 計

40件 ＊ 25件 9件 53件 25件 50件 26件 15件 60件 303件

740冊 ＊ 423冊 282冊 613冊 586冊 2,046冊 195冊 328冊 1,075冊 6,288冊

- 29校 - - - - - - - - 29校

- 1,101冊 - - - - - - - - 1,101冊

【もうよんだかなセット（貸出冊数）】　

H24年度より学期ごとに利用可能。図書館で配達・回収。（H23年度までは貸出期間：1か月　配達：図書館　返却：学校）

一学期 二学期 三学期

小学校名 学年 セット数 小学校名 学年 セット数 小学校名 学年 セット数

岸部第一 1-6 6 江坂大池 1-6 6 岸部第二 1-6 6

吹田第一 1-6 6 佐竹台 1-6 6 北山田 2 1

吹田東 1-6 6 千里新田 1-6 6 吹田第二 1-6 6

千里第一 2,4 2 千里第二 1-6 6 吹田第三 1-6 6

千里たけみ 1-6 7 豊津第二 1-6 6 吹田南 1 2

山田第五 1,2,3,4 4 東佐井寺 1-6 6 津雲台 1-6 6

山手 3,4,5,6 4 山田第一 1-6 6 藤白台 1-6 6

桃山台 1,2 2

35 42 35小計 小計小計

調べ学習のテーマなど、学校などの団体に１か月100冊までの貸出。合計欄は学校への貸出と、幼稚園・保育所・学童

への貸出を含む。＊BMの貸出数についてはp25を参照。

団体貸出の本を、自動車文庫で小・中学校まで配達。

『もうよんだかな？』『てくてく』の複本を利用して、学年ごとにおすすめの本をセットし読書推進に活用。小・中学

校の各学年に応じた図書40冊を1セットとして貸出。利用合計：22校112セット。合計4,480冊（＝40冊×112セッ

ト）。（平成26年度は中学校の実績なし）

もうよんだか

なセット

市立小学校の１年生全員に利用案内やおすすめ本の紹介の載ったリーフレット配布。各図書館で4月に特設コーナーを設

置。

『もうよんだかな』（4、5歳～小学生高学年対象）『てくてく』（中高生対象）の二誌を発行。図書館員が選ぶ今年の

おすすめ本を紹介。（7月10日発行 7/10～8/31までは4冊まで貸出）市立中学生に、『てくてく』ミニ版を全員配布。

各図書館で特設コーナーを設置。詳細は、p29～30を参照。

団体貸出

ごりまる便

（団体貸出）

おめでとう１

ねんせい

図書館紹介パ

ンフレット

図書館見学

学校訪問

ごりまる学校

訪問

町たんけん・職業インタビュー含む

図書館から各園・校に出向き、利用方法の説明や、読み聞かせ、ブックトークなどを行う。

自動車文庫（ゆめぶんこ）を利用して、各園・校に出向き、利用方法の説明や、読み聞かせ、ブックトーク、自動車文

庫の見学などを行う。
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【研修等】 ※「BM」→自動車文庫　「千・佐」→千里山・佐井寺図書館　「(分)」→分室　

中央 BM 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 山田駅前 山田(分) 計

4日間 - 4日間 0日間 2日間 4日間 4日間 0日間 2日間 0日間 20日間

8人 - 8人 0人 4人 8人 8人 0人 4人 0人 40人

15．YA（ヤング・アダルト）サービスの取組み
【読書推進】　

中央 BM 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 山田駅前 山田(分)

○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【職場体験・ボランティア】 詳細はp32～41を参照。

中央 BM 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 山田駅前 山田(分) 計

5校 - 6校 0校 5校 2校 4校 2校 5校 2校 31校

20人 - 26人 0人 19人 8人 26人 10人 28人 10人 147人

1校 - 0校 0校 0校 0校 0校 0校 0校 0校 1校

4人 - 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人

8回 - 0回 0回 0回 0回 0回 0回 4回 0回 12回

35人 - 0人 0人 0人 0人 0人 0人 17人 0人 52人

【参加型企画】

リサイクル本

の提供

『てくてく』：図書館員が選ぶ今年のおススメ「18冊の本」および特集ページ。詳細はp30を参照。

発行部数：4,500部（B6　12頁　一色刷り）

ミニ版を市立中学生全員に配布。冊子は各図書館および市内関連施設で配布。
発行・配布

活動内容：窓口での貸出・返却、配架、よみきかせ、ブッカーかけ、修理、行事の補助など。

活動内容：窓口での貸出・返却、配架、よみきかせ、ブッカーかけ、レファレンスなど。

活動内容：窓口での貸出・返却、配架、よみきかせ、ブッカーかけ、修理、行事の補助など。

詳細はp42～46を参照。

勤続2年目の新任教諭の社会体験を高め、キャリア形成を支援し、図書館への理解を深めてもらう。

幼稚園教員対象：1件15人。絵本の読み聞かせの方法、絵本を中心に新刊紹介。

図書担当教員対象：１件21人。ブックトーク研修。

新刊紹介、団体貸出についてほか。4回5人派遣。

1件21人。吹田高校　保育士をめざすコースの生徒対象　読み聞かせ講座（10/8）。

市内小中学校・幼稚園・保育園・学童保育に提供。高校は、平成26年度は引き取り希望校なし。

ビブリオバトル

活動内容：テーマについておススメの本を５分で紹介し、どの本が１番よみたくなったかを会場の全員で投票

し、チャンプ本を決定するイベント。発表者は中学生～18歳。中央図書館で7/27にテーマ「友達」。＊参加者

25人

「中高生のオススメ本紹

介」原稿募集

対象：2015年度版『てくてく』の特集ページ。市内の中高生からおすすめの本の紹介原稿を募集。　＊応募点

数　39点。

読書でガンバ！

活動内容：Jリーグチーム・ガンバ大阪の選手（2名）に読書についてインタビュ―。それをまとめてレポート

にして、図書館のホームページに掲載。中学生～18歳対象で募集。平成23年度から実施。　＊参加者　延べ8

人（事前打合わせ会　7/30、インタビュー　8/6）

学研図書部会

への参加

講師派遣

初任2年目教員

社会体験研修

受入

吹田市教員研

修

表紙イラスト＆カット募集 対象：2015年度版『てくてく』。「読書」に関するイラスト＆カットの募集。　＊応募点数　43点

特設コーナー

職業体験生の受

入（職場インタ

ビュー含む）

インターン

シップの受入

中高生ボラン

ティア

ＹＡコーナー

図書紹介パン

フレット

- 28 -



16．夏休み文庫「もうよんだかな？’14」「てくてく2014」掲載図書リスト

G１＝はじめてほんをよむひとへ 

G1 書名 出版社

あたしいえでしたことあるよ 角野 栄子／文 かべや ふよう／絵 あすなろ書房

アントンせんせい 西村 敏雄／作 講談社

おうちにいれちゃだめ！ ケヴィン・ルイス／作 ディヴィッド・エルコリーニ／絵 フレーベル館

それならいいいえありますよ 澤野 秋文／作 講談社

ナースになりたいクレメンタイン サイモン・ジェームズ／作 岩崎書店

バナナじけん 高畠 那生／作 ＢＬ出版

ぼくのサイ ジョン・エイジー／作 光村教育図書

まいごのワンちゃんあずかってます アダム・ストーワー／作 小学館

みならい騎士とブーツどろぼう クエンティン・ブレイク／作・絵 好学社

ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーヴン・デイヴィーズ／文 クリストファー・コー／絵 ほるぷ出版

ライオンをかくすには ヘレン・スティーヴンズ／作 ブロンズ新社

G2=すこし本をよみはじめた人へ 

G２ 書名 出版社

一さつのおくりもの 森山 京／作 鴨下 潤／絵 講談社

おにいちゃんの歌は、せかいいち！ ウルフ・ニルソン／文 エヴァ・エリクソン／絵 あすなろ書房

かいじゅうのさがしもの 富安 陽子／作 あおき ひろえ／絵 ひさかたチャイルド

くつかくしたの、だあれ？ 山本 悦子／作 大島 妙子／絵 童心社

じゃんけんのすきな女の子 松岡 享子／さく 大社 玲子／え 学研教育出版

空とぶペーター フィリップ・ヴェヒター／作絵 徳間書店

ちいさなおはなしやさんのおはなし 竹下 文子／作 こがしわ かおり／絵 小峰書店

ネコがすきな船長のおはなし インガ・ムーア／作・絵 徳間書店

ふしぎなボジャビのき ダイアン・ホフマイアー／再話 ピート・フロブラー／絵 光村教育図書

ペンギンペペコさんだいかつやく 西内 ミナミ／作 西巻 茅子／絵 鈴木出版

ボタン 森 絵都／作 スギヤマ カナヨ／絵 偕成社

メルリック デビッド・マッキー／作 光村教育図書

G3=本がおもしろくなってきた人へ 

G３ 書名 出版社

犬のことばが聞こえたら パトリシア・マクラクラン／作 大庭 賢哉／絵 徳間書店

かあちゃん取扱説明書 いとう みく／作 佐藤 真紀子／絵 童心社

がむしゃら落語 赤羽 じゅんこ／作 きむら よしお／画 福音館書店

ただいま！マラング村 ハンナ・ショット／作 斉藤 木綿子／絵 徳間書店

トランプおじさんと家出してきたコブタ たかどの ほうこ／作 にしむら あつこ／絵 偕成社

ねむの花がさいたよ にしがき ようこ／作 戸田 ノブコ／絵 小峰書店

魔女のシュークリーム 岡田 淳／作・絵 ＢＬ出版

もののけ温泉滝の湯へいらっしゃい 佐々木 ひとみ／作 ｊｙａｊｙａ／絵 岩崎書店

やさしい大おとこ ルイス・スロボドキン／作・絵 徳間書店

りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ／作 ブロンズ新社

６人のお姫さま 二宮 由紀子／作 たんじ あきこ／絵 理論社

わたしのひよこ 礒 みゆき／文 ささめや ゆき／絵 ポプラ社

著者等

は

じ

め

て

ほ

ん

を

よ

む

ひ

と

へ

す

こ

し

本

を

よ

み

は

じ

め

た

人

へ

本

が

お

も

し

ろ

く

な

っ

て

き

た

人

へ

著者等

著者等
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G4=本格的によみはじめた人へ 

G４ 書名 出版社

暗号クラブ １ ペニー・ワーナー／著 ヒョーゴノスケ／絵
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

メディアファクトリー

かさねちゃんにきいてみな 有沢 佳映／著 講談社

ガチャガチャ☆ＧＯＴＣＨＡ！ 宮下 恵茉／作 宮尾 和孝／絵 朝日学生新聞社

劇団６年２組 吉野 万理子／作 宮尾 和孝／絵 学研教育出版

ぜんぶ夏のこと 薫 くみこ／著 ＰＨＰ研究所

だれにも言えない約束 ジーン・ブッカー／作 中山 成子／絵 文研出版

ともだちは、サティー！ 大塚 篤子／作 タムラ フキコ／絵 小峰書店

ふしぎな声のする町で ほしお さなえ／作 くまおり 純／絵 徳間書店

ふたり 福田 隆浩／著 講談社

ぼくとヨシュと水色の空 ジーグリット・ツェーフェルト／作 徳間書店

見習い幻獣学者ナサニエル・フラッドの冒険 １ Ｒ．Ｌ．ラフィーバース／作 ケリー・マーフィー／絵 あすなろ書房

竜が呼んだ娘 柏葉 幸子／作 佐竹 美保／絵 朝日学生新聞社

G5=「てくてく」18冊の本

G５ 書名 出版社

アリブランディを探して メリーナ・マーケッタ／作 岩波書店

王妃の帰還 柚木 麻子／著 実業之日本社

オフカウント 筑井 千枝子／作 浅妻 健司／絵 新日本出版社

カフェ・デ・キリコ 佐藤 まどか／著 講談社

カブキブ！ １ 榎田 ユウリ／〔著〕 角川書店

紙コップのオリオン 市川 朔久子／著 講談社

声をきかせて 樫崎 茜／著 講談社

国語、数学、理科、誘拐 青柳 碧人／著 文芸春秋

さよならを待つふたりのために ジョン・グリーン／作 岩波書店

天才ジョニーの秘密 エレナー・アップデール／作 評論社

都会のアリス 石井 睦美／作 植田 真／画 岩崎書店

２．４３ 壁井 ユカコ／著 集英社

幕が上がる 平田 オリザ／著 講談社

負けないパティシエガール ジョーン・バウアー／著 小学館

ママは大統領 キャシディ・キャロウェイ／著 小学館

林業少年 堀米 薫／作 スカイエマ／絵 新日本出版社

ローズの小さな図書館 キンバリー・ウィリス・ホルト／作 徳間書店

わからん薬学事始 １ まはら 三桃／著 大野 八生／装画・本文イラスト 講談社

本

格

的

に

よ

み

は

じ

め

た

人

へ

「

て

く

て

く

」

1

8

冊

の

本

著者等

著者等

最近１年間ぐらいにでた本の中から読み物を

中心に児童奉仕担当の職員が本を選び紹介文

をつけて発行しています。「もうよんだか

な？」は1975年から、「てくてく」は1985

年から夏休みに向けて読書を楽しんでいただ

こうと続けてきました。

印刷部数

８，５００冊

印刷部数 ４，５００冊
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