
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】

3,000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
108冊 14冊 105冊 32冊 65冊 113冊 37冊 78冊 69冊 56冊 677冊

がたんごとん が

たんごとん
112冊 13冊 115冊 26冊 79冊 145冊 70冊 83冊 61冊 38冊 742冊

きゅっ きゅっ

きゅっ
69冊 8冊 97冊 29冊 51冊 117冊 56冊 71冊 49冊 37冊 584冊

じゃあじゃあ

びりびり
99冊 16冊 108冊 39冊 66冊 142冊 72冊 94冊 64冊 34冊 734冊

りんご 39冊 7冊 45冊 11冊 27冊 41冊 30冊 32冊 24冊 7冊 263冊

合    計 427冊 58冊 470冊 137冊 288冊 558冊 265冊 358冊 267冊 172冊 3,000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 138回 ― 141回 72回 144回 135回 144回 147回 144回 138回 1,203回

参加人数 1,708人 ― 1,669人 403人 1,555人 4,445人 1,808人 2,028人 1,546人 586人 15,748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】

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 - 48回 19回 47回 66回 114回 23回 44回 23回 431回

参加人数 318人 - 510人 67人 271人 893人 1,035人 301人 221人 62人 3,678人

※2・3歳の幼児と保護者対象のよみきかせ

配布冊数 対象者 配布割合
ブックスタートのひろば

回数 参加人数

3,512人 85.4％ 1,203回 15,748人

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

16,856人 15,748人

平成27年度

83.1％ 83.4％ 80％ 83％ 85.4％

平成25年度 平成26年度 平成27年度平成23年度 平成24年度

12,396人 14,099人 15,065人
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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

4回 - 3回 2回 2回 4回 2回 5回 1回 3回 26回

350人 - 82人 108人 135人 303人 151人 197人 6人 149人 1,481人

0回 - 1回 0回 8回 0回 0回 0回 0回 0回 9回

0人 - 91人 0人 456人 0人 0人 0人 0人 0人 547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

35件 - 34件 5件 70件 67件 40件 15件 19件 38件 323件

525冊 - 461冊 96冊 427冊 1,615冊 1,784冊 155冊 248冊 848冊 6,159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

 吹田第一 1-6 6  吹田第三 1-6 6  吹田第二 1-6 6

 千里第一 1-6 6  千里第二 1-6 6  吹田東 1-6 6

 岸部第一 1-6 6  千里新田 1-6 6  片山 1-6 6

 岸部第二 1-6 6  豊津第二 1-6 6 北山田 1,2,4 3

 山手 1-4,6 5  江坂大池 1-6 6 高野台 1 1

 山田第三 1,4,5 3  山田第一 1-6 6 22

山田第五 1-5 5 桃山台 3 1

37 千里たけみ 1-6 6

千里丘北 1-6 6

49

図書館見学

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。

小計

ごりまる学校

訪問

ごりまる便

（団体貸出）

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。　42校　1,594冊

『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：21校108セット。合計4320冊（＝40冊×108セッ

ト）。（平成27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～小学校高学年対象）『てくてく』（中学生～18歳対象）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

おめでとう１

ねんせい

図書館紹介パ

ンフレット

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。 1校2回  129人
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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　

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p32～42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

4校 - 3校 0校 4校 0校 4校 2校 3校 1校 21校

16人 - 14人 0人 16人 0人 24人 8人 12人 6人 96人

0校 - 0校 0校 0校 0校 0校 0校 0校 0校 0校

0人 - 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

6回 - 0回 0回 0回 0回 0回 0回 4回 0回 10回

17人 - 0人 0人 0人 0人 0人 0人 11人 0人 28人

【講師派遣・出前講座】

【参加型企画】

表紙イラスト＆カット募集 対象：2016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　28点

特設コーナー

職業体験生の受

入

ＹＡサポー

ター

ＹＡコーナー

図書紹介パン

フレット

詳細はp43～47を参照。

「職業聞き取り

学習」出前講座

対象：西山田中学校１年生　活動内容：仕事内容、その仕事を選んだ理由、仕事をしていて楽しいこと、つらいことなど

について聞く。質疑応答もあり。 ＊参加人数181人

インターン

シップの受入
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。

『てくてく』：図書館員が選ぶ今年のオススメ「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。

10代オモシロイ本掲示板
対象：さんくす図書館ＹＡコーナーの「10代オモシロイ本掲示板」。市内の中学生～18歳がおすすめの本の紹

介ポップを投稿し、図書館員がコメントを添付して掲示。　＊投稿点数　7点。

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7/26にテーマ「グっときた本」。

＊参加者　21人

「吹田のＹＡが選ぶオス

スメの本」原稿募集

対象：2016年度版『てくてく』の特集ページ。市内の中学生～18歳からおすすめの本の紹介原稿を募集。

＊応募点数　37点。

発行・配布

リサイクル本

の提供
市内小中学校・幼稚園・保育園・学童保育に提供。高校は、平成27年度は引き取り希望校なし。

学研図書部会

への参加
新刊紹介、団体貸出についてほか。5回9人派遣。

対象：吹田高校の保育士をめざすコースの生徒　＊参加人数17人

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。

中央図書館では小冊子「ＹＡサポーターズリポート」の発行。

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。

対象：千里高校ＰＴＡ図書館ボランティア　活動内容：図書の配架方法や装備方法についての説明と実習。

＊参加人数23人
講師派遣

読み聞かせ講座

図書担当教員対象：１件15人。ビブリオバトル研修。

講師派遣・出

前講座
よみきかせ講座、ブックトークなど。5回344人。

初任2年目教員

社会体験研修

受入

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。平成27年度は不実施。

吹田市教員研

修
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16.夏休み文庫「もうよんだかな？’15」「てくてく2015」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

あげます。 浜田 桂子／作 ポプラ社

いっしょにいってもいい？ ブライアン・パッテン／ぶん ニコラ・ベイリー／え ＢＬ出版

かぞくのヒミツ イソール／作 エイアールディー

クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ／作 ドリス・バーン／絵 偕成社

クレヨンからのおねがい！ ドリュー・デイウォルト／文  オリヴァー・ジェファーズ／絵 ほるぷ出版

とおせんぼ 村上 しいこ／作 たごもり のりこ／絵 小学館

トーラとパパの夏休み リーサ・モローニ／文 エヴァ・エリクソン／絵 あすなろ書房

ないしょのかくれんぼ ビバリー・ドノフリオ／文 バーバラ・マクリントック／絵 ほるぷ出版

ひとりでおとまりしたよるに フィリパ・ピアス／文 ヘレン・クレイグ／絵 徳間書店

モジャキのくすり 平田 明子／ぶん 高畠 純／え ほるぷ出版

もじゃもじゃヒュー・シャンプー カレン・ジョージ／作・絵 鈴木出版

ルイスがたべられちゃったひ ジョン・ファーデル／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

あっ、ひっかかった オリヴァー・ジェファーズ／作・絵 徳間書店

あひるの手紙 朽木 祥／作 ささめや ゆき／絵 佼成出版社

犬になった王子 君島 久子／文 後藤 仁／絵 岩波書店

かあさんのしっぽっぽ 村中 李衣／作 藤原 ヒロコ／絵 ＢＬ出版

げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ モドウィナ・セジウィックさく 大社 玲子／え 福音館書店

しゅくだいさかあがり 福田 岩緒／作・絵 ＰＨＰ研究所

ていでん★ちゅういほう いとう みく作 細川 貂々／絵 文研出版

ノンキーとホンキーのカレーやさん 村上 しいこ／作 こば ようこ／絵 佼成出版社

ハカバ・トラベルえいぎょうちゅう 柏葉 幸子／作 たごもり のりこ／絵 ＢＬ出版

ベルナルさんのぼうし いまい あやの／作 ＢＬ出版

もじゃひげせんちょうとかいぞくたち コルネーリア・フンケ／文  ケルスティン・マイヤー／絵 ＷＡＶＥ出版

ライオンのひみつ マーガレット・ワイルド／文 リトバ・ボウティラ／絵 国土社

G3=本がおもしろくなってきた人へ 

G３ 書名 出版社

あなたの夢におじゃまします 岡田 貴久子作 ポプラ社

アヤカシさん 富安 陽子作 野見山 響子／画 福音館書店

いろはのあした 魚住 直子作 北見 葉胡／絵 あかね書房

落っこちた！ ザラー・ナオウラ作 佐竹 美保／絵 岩波書店

サンドイッチの日 吉田 道子／作 鈴木 びんこ／絵 文研出版

先生、しゅくだいわすれました 山本 悦子作 佐藤 真紀子／絵 童心社

岳ちゃんはロボットじゃない 三輪 裕子／作 福田 岩緒／絵 佼成出版社

チャーリー、ただいま家出中 ヒラリー・マッカイ／作 田中 六大／絵 徳間書店

月へ行きたい 松岡 徹文・絵 福音館書店

ツン子ちゃん、おとぎの国へ行く 松本 祐子／作 佐竹 美保／絵 小峰書店

ふたりは世界一！ アンドレス・バルバ／作 おくやま ゆか／絵 偕成社

メリサンド姫 Ｅ．ネズビット／作 高桑 幸次／絵 小峰書店

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

あしたも、さんかく 安田 夏菜／著 宮尾 和孝／絵 講談社

江戸の象吉 太田 大輔／作 講談社

おばあちゃんは大どろぼう？！ デイヴィッド・ウォリアムズ／作 きたむら さとし／絵 小学館

クララ先生、さようなら ラヘル・ファン・コーイ作 いちかわ なつこ／絵 徳間書店

木かげの秘密 浅野 竜／作 杉田 比呂美／絵 学研教育出版

５年２組横山雷太、児童会長に立候補します！ いとう みく／作 鈴木 びんこ／絵 そうえん社

サマセット四姉妹の大冒険 レズリー・Ｍ．Ｍ．ブルーム／作 中島 梨絵／絵 ほるぷ出版

ゾウと旅した戦争の冬 マイケル・モーパーゴ／作 徳間書店

夏休みに、翡翠をさがした 岡田 依世子作 岡本 順／絵 アリス館

ブルースマンと小学生 こうだ ゆうこ／作 スカイエマ／絵 学研教育出版

ブルーとオレンジ 福田 隆浩／著 講談社

ゆうれい作家はおおいそがし 1 ケイト・クライス／文 サラ・クライス／絵 ほるぷ出版

G5=「てくてく」18冊の本

G５ 書名 出版社

明日は海からやってくる 杉本 りえ／作 スカイエマ／絵 ポプラ社

石を抱くエイリアン 浜野 京子／著 偕成社

クラスメイツ 前期・後期 森 絵都／著 偕成社

クリオネのしっぽ 長崎 夏海／著 佐藤 真紀子／絵 講談社

３年７組食物調理科 須藤 靖貴／著 講談社

時速47メートルの疾走 吉野 万理子著 講談社

死神うどんカフェ１号店 一杯目 石川 宏千花／〔著〕 講談社

ダッシュ！ 村上 しいこ／著 講談社

なないろレインボウ 宮下 恵茉／著 ポプラ社

なりたい二人 令丈 ヒロ子／作 ＰＨＰ研究所

パン・ジャム・ミステリー 山田 りゅうこ／著 幻冬舎ルネッサンス

響け！ユーフォニアム 武田 綾乃／著 宝島社

風味さんじゅうまる まはら 三桃著 講談社

二つ、三ついいわすれたこと ジョイス・キャロル・オーツ／作 岩波書店

僕が七不思議になったわけ 小川 晴央／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ラ・プッツン・エル 名木田 恵子／著 講談社

ラブ・ウール１００％ 井上 林子／作 のだ よしこ／絵 フレーベル館

ルーシー変奏曲 サラ・ザール／著 小学館

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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