
18．図書館別の行事・講座・学校連携など
区分 「まつり」＝子どもと本のまつり（共催：吹田子どもの本連絡会）

「おはなし会」＝おはなし会、えほんのじかん、おひざで絵本など定例行事

表記 「延人数」＝延参加人数

【中央図書館】

一般サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

大人の折り紙講座 夏の水辺（山口義則氏） 7/21 1 17

運動講座「正しく楽しくウォーキング」（吹田市スポーツ推進室指

導担当職員）
9/17 1 13

図書館講座じゅずつなぎ「バスツアー田辺聖子文学館と府立中央図

書館へ行こう！」
11/26 1 18

行事 新春読書うらない 1/5 ～ 1/12 1 100

その他 関西大学図書館実習 6/11 ～ 6/18 2 12

一般合計 6 160

児童サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

にがおえ大会 4/23 ～ 5/24 1 50

春のおはなし会スペシャル（吹田おはなしの会） 4/25 1 91

どんどこおはなしライブ（おはなしデュオ♪くみどり♪） 5/9 1 24

工作教室「ざぶとんコマ・ぴゅんぴゅん虫笛工作」（吹田子どもの

本連絡会，職員）
5/16 1 35

秋の講演会「たかばたけなお えほんのはなし」（高畠那生氏）

（共催：吹田子どもの本連絡会）
10/18 1 55

親子で絵本とわらべうた 20 209

平成27年度第1期子どもと本の講座「フランスの子ども絵本を楽し

む」（高岡厚子氏）（共催：吹田子どもの本連絡会）
5/22 ～ 10/23 5 202

抱っこで絵本講座 6 62

運動講座「親子で楽しむ運動あそび」（吹田市スポーツ推進室指導

担当職員）
7/16 1 12

運動講座「わくわく！親子体操」（吹田市スポーツ推進室指導担当

職員）
8/6 1 13

平成27年度第2期子どもと本の講座「子どもに本（物語）を届ける

こと」（松本則子氏）（共催：吹田子どもの本連絡会）
1/8 ～ 3/11 3 98

運動講座「親子で楽しむ運動あそび」（吹田市スポーツ推進室指導

担当職員）
3/7 1 10

YAサポーター 6/14 ～ 9/20 6 17

宿題タスケルンジャー 7/10 ～ 8/31 1 61

知的書評合戦 ビブリオバトル YAの部 7/26 1 21

一日図書館員 7/29 ～ 8/19 4 10

夏のおたのしみ会「工作教室 コロコロレール貯金箱」 8/4 1 20

ゆめぶんこでなぞ解き 8/20 1 54

夏のおたのしみ会「夏のおはなし会スペシャル」（吹田おはなしの

会）
8/22 1 35

風のぶらんこ公演 8/29 1 24

秋のおたのしみ会「このほん、なんさい？」 10/27 ～ 11/9 1 50

秋のおたのしみ会「ふうちゃんのてのひらえほん」（藤岡扶美氏） 10/31 1 30

秋のおたのしみ会「ぬいぐるみのおとまり会」 11/7 ～ 11/8 1 42

冬のおたのしみ会「冬のおはなし会スペシャル」（吹田おはなしの

会）
11/28 1 50

期間

講

座

期間

ま

つ

り

講

座

5/20～7/15，

10/22～12/17

6/16～30，

10/13～27

行

事
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冬のおたのしみ会「クリスマスセット」 12/23 ～ 12/24 1 20

としょかん福袋 1/5 ～ 1/7 1 35

春のおたのしみ会（人形劇 こんぺいとう） 3/21 1 48

おひざで絵本（こぐま，職員） 47 318

えほんのじかん（職員） 95 865

えほんのじかん（吹田子どもの本連絡会） 12 100

おはなし会（職員） 21 147

おはなし会（吹田おはなしの会） 8 105

講師派遣

吹田市立原町児童センター，教育センター主催学校図書館担当者研修，

山手地区公民館，吹田市立博物館，大阪府立吹田高等学校出前授業

5 116

出前講座 学校図書館を育てる吹田市民の会 6/28 1 8

出前講座 片山地区福祉委員会子育てサロン「親子で絵本とわらべ

うた」
2/17 1 57

児童サービス計 255 3094

学校連携

区分 名称 回数 延人数

図書館見学

吹田第三小学校，山手小学校，片山幼稚園，千里第一小学校
4 350

職業体験

青山台中学校，豊津中学校，片山中学校，佐井寺中学校
4 16

学校連携計 8 366

後援事業（児童合計に含まず）

区分 名称 回数 延人数

後援 子どもと本の集い2015「池田正孝氏講演会」 12/6 1 50

児童合計 263 3460

269 3620

【自動車文庫】

児童サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

にがおえ大会 4/23 ～ 5/24 1 39

ゆめぶんこ展示 5/2 1 60

ゆめぶんこクイズ 5/2 1 33

その他 青山台文庫訪問 11/25 1 13

児童サービス計 4 145

学校連携

区分 名称 回数 延人数

ごりまる学校訪問 千里たけみ小学校 2 129

留守家庭児童育成室訪問 7/29 ～ 7/31 9 434

学校連携計 11 563

児童合計 15 708

284 4328中央図書館（自動車文庫を含む） 総計

期間

中央図書館 合計

期間

ま

つ

り

期間

連

携

6/3，6/19

そ

の

他

6/24，6/26，7/30，

8/18，9/2

期間

連

携

4/30，5/12，

5/26，6/29
9/9～10，11/5～6，

11/10～11，11/12～13

お

は

な

し

会

月4回（火1回･

水2回･金1回）
第2･5土曜日

日曜日，祝日

第3土曜日

第1土曜日，第2水曜

日（8月除く）

第4土曜日

行

事
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【千里図書館】

一般サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

連続講座「さわる絵本づくりを楽しもう！」（小西萬知子氏）（共

催：さわる絵本の会つみき）
7/16 ～ 9/17 3 45

運動講座「ラジオ体操第二でいい汗流そう！」（吹田市スポーツ推

進室指導担当職員）
10/5 1 26

図書館講座じゅずつなぎ「もっと知りたい！おとなりの国第3弾

ロシア」（田中泰子氏）
11/29 1 38

運動講座「すいた笑顔（スマイル）体操で元気な体作り」（吹田市

スポーツ推進室指導担当職員）
2/22 1 21

親子わくわく読書ひろば 5 76

朗読 四つの扉へようこそ！Vol.5（朗読工房） 6/18 1 44

さわる絵本展（さわる絵本の会つみき） 6/26 ～ 6/29 1 633

ヘルマンハープでさわる絵本（さわる絵本の会つみき） 6/27 1 30

講演会「ここが見どころ！ガンバ大阪」（上野山信行氏） 8/9 1 73

いちおし時代小説を熱く語る会 11/8 1 5

としょかん福袋 1/5 ～ 1/6 1 16

朗読 四つの扉へようこそ！Vol.6（朗読工房） 2/17 1 61

千里ニュータウンミニ写真展「春」 2/26 ～ 2/29 1 673

関西大学図書館実習 6/25 ～ 7/1 1 5

プレクストーク利用体験 7/31 1 2

一般合計 21 1748

児童サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

にがおえ大会 4/23 ～ 5/24 1 99

えほんのじかんスペシャル1 4/26 1 26

すいぽんをさがせ！ 4/29 ～ 5/8 1 89

おはなし会スペシャル1（吹田おはなしの会） 5/2 1 28

おはなし会スペシャル2（おはなしポケット） 5/9 1 19

えほんのじかんスペシャル２（えほんの会ピーターパン） 5/17 1 15

運動講座「おひざで絵本と親子で楽しむ運動遊び」（吹田市スポー

ツ推進室指導担当職員）
6/30 1 18

運動講座「ラジオ体操のひみつ！」（吹田市スポーツ推進室指導担

当職員）
7/17 1 12

抱っこで絵本講座 6 70

英語でえほんを楽しもう！（あくせす・ぽいんと） 4 94

さわる絵本の読み聞かせ（協力：さわる絵本の会つみき） 6/28 1 22

宿題タスケルンジャー 7/10 ～ 8/31 1 54

夏のおたのしみ会1 えほんのじかんスペシャル（えほんの会ピー

ターパン）
7/19 1 13

読書感想文講座（大西三千子氏，森川あい子氏） 2 37

一日図書館員 2 7

平和の大切さ、みんなで考えよう！（山一ピクチャークラブ） 8/7 1 13

夏のおたのしみ会2 おはなし会スペシャル（吹田おはなしの会） 8/29 1 43

すいぽんをさがせ！ 11/1 ～ 11/7 1 98

冬のおたのしみ会1 おはなし会スペシャル（吹田おはなしの会） 1/16 1 33

冬のおたのしみ会2 バルーンアートを楽しもう！（まちづくり市

民塾・お楽しみ塾）
2/20 1 35

としょかん福袋 1/5 ～ 1/7 1 88

期間

ま

つ

り

講

座

10/7～21，3/2～16

行

事

5/30，7/25，

12/19，3/26

7/23，8/19

7/29，8/4

期間

講

座

行

事

5/18，7/13，9/7，

11/16，2/15

その他
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えほんのじかん（えほんの会ピーターパン，職員） 52 471

おはなし会（おはなしポケット，吹田おはなしの会，職員） 31 247

おひざで絵本（こぐま） 48 510

講師派遣

南千里保育園参観学習会，千里竹見台児童センター，吹田市立博物館，南千

里保育園，南千里公民館「パパといっしょ！」

5 182

ラコルタかえっこバザール参加 3/19 1 33

児童サービス計 168 2356

学校連携

区分 名称 回数 延人数

図書館見学 千里第二小学校，佐竹台幼稚園 2 77

町たんけん 高野台小学校 6/4 1 5

職業体験 青山台中学校，古江台中学校，竹見台中学校 3 14

保育園訪問 南千里保育園 12/15 1 91

学校連携計 7 187

児童合計 175 2543

196 4291

【北千里分室】

一般サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

講

座

運動講座「バランスボールで体幹トレーニング」（吹田市スポーツ

推進室指導担当職員）
10/23 1 23

リサイクル本フェア 10/31 1 355

としょかん福袋 1/5 ～ 1/7 1 5

一般合計 3 383

児童サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

にがおえ大会 4/23 ～ 5/24 1 28

北千里ミラクルマジックショー（ミラクルマジック吹田） 4/25 1 57

7つのもじをさがせ！ 4/29 ～ 5/5 1 35

えほんのじかんスペシャル 5/9 1 5

抱っこで絵本講座 7/24 ～ 8/7 3 38

講座「子育てに絵本を、孫育てにも絵本を」（正置友子氏）（共

催：青山台文庫）
12/5 1 38

運動講座「親子で楽しむ運動あそび」（吹田市スポーツ推進室指導

担当職員）
12/10 1 17

宿題タスケルンジャー 7/10 ～ 8/31 1 22

夏のおたのしみ会（人形劇団あっぷう） 7/18 1 33

えほんのじかんスペシャル（青山台文庫） 7/25 1 10

秋のおたのしみ会（青山台文庫） 10/31 1 46

としょかん福袋 1/5 ～ 1/7 1 51

おひざで絵本 19 67

えほんのじかん 18 39

その他 出前講座 北千里保育園参観学習会 6/13 1 98

児童サービス計 52 584

行

事

期間

ま

つ

り

講

座

行

事

お

は

な

し

会

第1水曜日，第3木曜

日（7･8月除く）
第2･4土曜日

（7･8月除く）

期間

連

携

5/29，6/16

9/9～10，11/5～6，

11/10～12

千里図書館 総計

期間

お

は

な

し

会

毎週日曜日ほか

毎週土曜日

（7･8月除く）

毎週火曜日

そ

の

他

5/23，6/12，8/11，

1/26，3/5
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学校連携

区分 名称 回数 延人数

連携 図書館見学 古江台小学校，古江台幼稚園 2 108

学校連携計 2 108

児童合計 54 692

57 1075

【さんくす図書館】

一般サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

図書館講座じゅずつなぎ「描かれた吹田 吹田の古地図」（池田直

子氏）
11/12 1 36

運動講座「正しく楽しくウォーキング＋すいた笑顔（スマイル）体

操」（吹田市スポーツ推進室指導担当職員）
2/26 1 14

戦後70年企画「戦時下の吹田を語る」（吹田市立博物館学芸員） 8/1 1 25

吹田を知るDVD上映会 11/11 ～ 11/15 5 63

平和祈念資料館 戦時中の資料現物展示 8/2 ～ 8/5 1 138

第46回吹田まつり写真コンクール入賞作品展示 10/10 ～ 10/13 1 75

関西大学図書館実習 6/23 ～ 6/27 1 5

大阪学院大学図書館実習 8/4 ～ 8/8 1 3

一般合計 12 359

児童サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

にがおえ大会 4/23 ～ 5/24 1 19

7つのもじをさがせ！ 4/23 ～ 5/24 1 139

えほんのじかんスペシャル 4/25 1 29

おりがみスペシャル（折り紙玉手箱） 5/9 1 7

おはなし会スペシャル（おはなしいろはどんじゃら） 5/16 1 9

運動講座「親子で楽しむ運動遊び」（吹田市スポーツ推進室指導担

当職員）
6/24 1 6

抱っこで絵本講座 6 42

こどもおりがみ教室（折り紙玉手箱） 第1土曜日 11 87

七夕の笹飾り 7/3 ～ 7/7 1 88

宿題タスケルンジャー 7/10 ～ 8/31 1 65

ななつの電車をさがせ 10/10 ～ 10/18 1 58

秋のおたのしみ会（朗読工房おはなし隊） 11/7 1 16

親子で作ろう ステンシルでクリスマスカード 12/12 1 15

ポップアップ絵本展示 12/20 ～ 12/24 1 89

冬のおはなし会スペシャル（おはなしいろはどんじゃら） 12/19 1 20

冬のおたのしみ会（おはなしいろはどんじゃら） 2/20 1 16

えほんのじかん（職員） 107 490

おはなし会いろはでぽん！（おはなしいろはどんじゃら） 9 66

講師派遣

岸部保育園参観学習会，高城児童会館，吹田市立博物館，吹六地区公民館
4 163

多目的室開放 7/19 ～ 8/31 1 228

児童サービス計 199 1923

そ

の

他

5/16，7/7，

8/5，12/17

お

は

な

し

会

第1土曜日を除く土曜

日と毎週日曜日

（7/22～8/26の期間

は水曜日も実施）

おひざで絵本（こぐま，職員）
第1～3木曜日はこぐ

ま，第4土曜日は職員
47 271

 第3土曜日

そ

の

他

期間

ま

つ

り

講

座
10/7～21，3/2～16

行

事

期間

5/18，2/25

北千里分室 総計

期間

講

座

行

事
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学校連携

区分 名称 回数 延人数

保育園訪問

東保育園，ことぶき保育園，吹三幼稚園，こばと保育園，どんぐり保育園，

吹六保育園，吹一保育園

8 456

図書館見学 吹一幼稚園，吹田第三小学校 2 135

職業体験 千里丘中学校，豊津中学校，片山中学校，第五中学校 4 16

学校連携計 14 607

児童合計 213 2530

225 2889

【江坂図書館】

一般サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

江坂ロビーフェスタ（共催：江坂花とみどりの情報センター）

「江坂でジャズろ。Ⅹ」 4/18 1 165

「江坂で、70年代を歌お。」（演奏・歌：Thanks Amigo） 5/16 1 102

「江坂で、情熱のフラメンコ」 6/20 1 116

「江坂で、常夏の調べ・ハワイアン」 7/18 1 89

「オカリナと三味線のコラボ」 9/19 1 88

「昼下がりにボサノバ」 10/17 1 110

「ライアー＆マンドリンの奏でるスペシャルなクリスマスコン

   サート」
12/19 1 131

「新春・江坂ロビーフェスタは邦楽で雅に開幕！」 1/16 1 103

「江坂で二胡を聞こ」 3/19 1 112

ガンバ大阪市民応援デー連動企画 リサイクル本フェア 6/7 1 561

その他
江坂花とみどりの情報センター 東日本大震災！復興チャリティイ

ベント参加 大型紙芝居「おいとけぼり」
9/12 1 30

一般合計 11 1607

児童サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

にがおえ大会 4/23 ～ 5/24 1 60

ゴールデンウィークは大型絵本 2 50

人形劇団あっぷうさんのおたのしみ会（人形劇団あっぷう） 5/17 1 90

抱っこで絵本講座 6 78

運動講座「親子で楽しむ運動あそび」（吹田市スポーツ推進室指導

担当職員）
7/14 1 20

保健師の育児相談（吹田市立保健センター保健師） 10/23 1 16

運動講座「親子で楽しむ運動あそび」（吹田市スポーツ推進室指導

担当職員）
11/10 1 8

宿題タスケルンジャー 7/10 ～ 8/31 1 35

夏のおたのしみ会 工作 8/5 1 27

夏のおたのしみ会 こわいお話 8/22 1 35

えほんのじかん（吹田朗読パフォーマーの会，職員） 28 156

おはなし会（吹田朗読パフォーマーの会） 19 101

おひざで絵本（こぐま） 66 893

児童サービス計 129 1569

講

座

6/16～30，

9/29～10/13

行

事

お

は

な

し

会

第1･2･4･5土曜日

（8月除く）
第2･4土曜日

（8月除く）

第1･2･3木曜日

さんくす図書館 総計

期間

行

事

期間

ま

つ

り

4/25，5/2

期間

連

携

6/17，6/18，6/22，

6/24，6/25，7/15，

7/23，1/20

5/20，10/20

9/2～3，11/5～6，

11/10～11，11/12～13
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学校連携

区分 名称 回数 延人数

連

携

図書館見学

豊津第一小学校，江坂大池小学校，豊津第二小学校，大阪府立吹田支援学校
4 303

学校連携計 4 303

児童合計 133 1872

144 3479

【千里山・佐井寺図書館】

一般サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

ちさと暮らしに役立つ講座（共催：吹田図書館ともの会）

「地域の防災を考えよう」（吹田市危機管理室職員） 6/17 1 8

「悪質商法あの手この手」（吹田市立消費生活センター相談員） 9/16 1 11

「防犯対策だいじょうぶですか」（吹田市危機管理室職員） 12/3 1 8

「インフルエンザ・ノロウイルスの予防と対策」

（吹田市立保健センター保健師）
2/21 1 6

運動講座「本気でラジオ体操」（吹田市スポーツ推進室指導担当職

員）
7/13 1 14

図書館講座じゅずつなぎ「吹田の郷土史から演劇の台本をつくる」

（横山拓也氏）
11/4 1 22

運動講座「体幹を鍛えよう」（吹田市スポーツ推進室指導担当職

員）
11/6 1 17

運動講座「正しく楽しくウォーキング」（吹田市スポーツ推進室指

導担当職員）
3/23 1 9

大人のための朗読会（小西俊子氏，安松太郎氏） 4/19 1 92

ちょっと書庫まで 3 16

クラシックCDコンサート（由井昭徳氏） 10/11 1 22

大人のための朗読会vol.2（小西俊子氏，安松太郎氏） 12/6 1 33

大人も福袋 1/5 ～ 1/7 1 41

その他 関西大学図書館実習 6/16 ～ 6/24 1 12

一般合計 16 311

児童サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

にがおえ大会 4/23 ～ 5/24 1 284

プラバン工作 5/6 1 39

としょかんクイズ 5/8 ～ 5/10 1 106

おはなし会スペシャルパート1（おはなしいろはどんじゃら） 5/9 1 31

おはなし会スペシャルパート2（吹田おはなしの会） 5/16 1 38

子ども向け講演会「チリメンモンスターをさがせ！」（きしわだ自

然友の会）
5/23 1 28

抱っこで絵本講座 6 64

運動講座「親子で楽しむ運動あそび」（吹田市スポーツ推進室指導

担当職員）
2 46

七夕笹飾り 6/30 ～ 7/7 1 119

宿題タスケルンジャー 7/10 ～ 8/31 1 74

夏のおはなし会スペシャルパート1（吹田おはなしの会） 7/18 1 39

一日図書館員 3 12

夏のおはなし会スペシャルパート2（おはなしいろはどんじゃら） 8/1 1 17

ちょっと書庫まで 夏休み小学生スペシャル 8/5 1 12

きみもピッピ名人！ 8/4 1 6

夏休み！120円で電車旅（秋山寛氏） 8/7 1 18

期間

ま

つ

り

講

座

6/3～17，11/11～25

6/26，10/15

行

事

7/28～29，3/25

期間

4/30，6/25，

10/9，11/5

江坂図書館 総計

期間

講

座

行

事

6/7，11/12，3/14
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かがくあそび「つくってみよう“おきあがりこぼし”」（吹田図書館

ともの会）（共催：吹田図書館ともの会）
8/22 1 55

秋のおたのしみ会「マジッククラブ奇楽のマジック★ショー」（マ

ジッククラブ奇楽）
10/18 1 95

どくしょゆうびん 10/30 ～ 11/9 1 251

冬のおはなし会スペシャルパート1（おはなしいろはどんじゃら） 12/5 1 35

冬のおたのしみ会「人形劇のねこじゃらし」のにんぎょうげき（人

形劇のねこじゃらし）
12/13 1 63

冬のおはなし会スペシャルパート2（吹田おはなしの会） 12/19 1 9

としょかん福袋 1/5 ～ 1/7 1 99

ぬいぐるみのおとまり会 2/27 ～ 2/28 1 47

えほんのじかんスペシャル（えほんの会ピーターパン） 3/26 1 19

おはなし会（おはなしいろはどんじゃら） 9 106

おはなし会（吹田おはなしの会） 6 65

おひざで絵本（こぐま，職員） 114 1035

えほんのじかん 27 236

出前講座 千里第三小学校読み聞かせボランティア「読み聞かせ＆

図書館のことを知ろう！」
5/13 1 40

講師派遣

第8回ちびっこワン・ツー・スリーニューひろば，地域クリスマス会
2 250

児童サービス計 192 3338

学校連携

区分 名称 回数 延人数

町たんけん 千里第二小学校 6/17 1 24

図書館見学 千里新田小学校 10/23 1 127

職業体験 青山台中学校，古江台中学校，第六中学校，第一中学校 4 24

学校連携計 6 175

児童合計 198 3513

214 3824

【千里丘図書館】

一般サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

透明フィルムの貼り方講座 9/18 1 6

図書館講座じゅずつなぎ「気象の話－気象情報をどう聞く？どう使

う？－」（中島保則氏）
11/14 1 15

運動講座「脳トレ+すいた笑顔（スマイル）体操」（吹田市スポー

ツ推進室指導担当職員）
12/17 1 22

ちょっとCD書庫まで 7/12 ～ 12/13 6 18

としょかん福袋 1/5 ～ 1/6 1 20

新春朗読会（朗読工房） 1/13 1 27

一般合計 11 108

児童サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

にがおえ大会 4/23 ～ 5/24 1 124

絵本カバーでてさげバッグを作ろう 4/25 1 23

大きな絵本がやってくる1 5/10 1 13

風のぶらんこ劇場（風のぶらんこ） 5/16 1 32

大きな絵本がやってくる2 5/17 1 10

期間

講

座

行

事

期間

ま

つ

り

そ

の

他 6/27，12/9

期間

連

携 9/9～10，11/5～6，

11/10～12，2/4～5

千里山・佐井寺図書館 総計

行

事

お

は

な

し

会

 第1土曜日

 第3土曜日

 月4～5回

 第2･4土曜日
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絵本づくり講座（ひよひよ(かげやますずこ氏)） 6/13 ～ 6/27 3 47

運動講座「親子で楽しむ運動あそび」（吹田市スポーツ推進室指導

担当職員）
6/17 1 10

運動講座「わくわく！親子体操」（吹田市スポーツ推進室指導担当

職員）
9/11 1 6

保健師の育児相談（吹田市立保健センター保健師） 10/28 1 6

抱っこで絵本講座 11/10 ～ 11/24 3 42

風のぶらんこ劇場（風のぶらんこ） 8 190

宿題タスケルンジャー 7/10 ～ 8/31 1 25

こわーいおはなし会 8/1 1 36

一日図書館員 7/28 ～ 7/29 2 4

夏の工作教室 8/21 2 16

としょかん福袋 1/5 ～ 1/6 1 60

ぬいぐるみのおとまり会 3/23 ～ 3/24 1 25

えほんのじかん（職員） 21 124

おひざで絵本（こぐま） 23 301

その他 出前講座 さくら保育園 11/28 1 17

児童サービス計 75 1111

学校連携

区分 名称 回数 延人数

図書館見学 山田第二小学校，南山田幼稚園，東山田幼稚園 4 163

職業体験 千里丘中学校，山田中学校 2 8

町たんけん 山田第二小学校 6/24 1 34

学校連携計 7 205

児童合計 82 1316

93 1424

【山田駅前図書館】

一般サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

運動講座「ぐんぐんのばそう子どもの運動能力」（吹田市スポーツ

推進室指導担当職員）
7/1 1 20

「知っておきたいスマホとケータイ」（NTTドコモ「スマホ・

ケータイ安全教室」事務局）
7/15 1 15

運動講座「はじめてのエアロビクス」（吹田市スポーツ推進室指導

担当職員）
9/16 1 21

図書館講座じゅずつなぎ「山田今昔物語－山田銅鐸から大阪万博ま

で－」（中牧弘允氏）
11/5 1 68

運動講座「正しく歩こう」（吹田市スポーツ推進室指導担当職員） 3/17 1 19

ひとりのびのび読書タイム（共催：のびのび子育てプラザ） 5 43

DVD上映会「吹田まちめぐり」 11/19 1 5

としょかん福袋 1/5 ～ 1/6 1 30

一般合計 12 221

児童サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

にがおえ大会 4/23 ～ 5/24 1 116

えほんのじかんスペシャル 4/26 1 14

としょかんクイズラリー 5/2 ～ 5/6 1 75

おはなし会スペシャル（グー・チョキ・パー） 5/16 1 45

工作「くるくる動くにわとりのおやこ」（MUSの会） 5/24 1 17

行

事

5/19，7/21，9/29，

11/17，3/15

期間

ま

つ

り

連

携

6/30，7/14，11/25

9/2～3，11/5～6

千里丘図書館 総計

期間

講

座

行

事

4/11，6/28，7/25，

9/26，10/31，12/26，

2/20，3/5

おはな

し会

 第2･3日曜日

 第1･3水曜日

期間

講

座
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講座 抱っこで絵本講座 9 104

七夕の笹飾り 7/3 ～ 7/7 1 357

宿題タスケルンジャー 7/10 ～ 8/31 1 63

夏のおたのしみ会 工作「風車にのったピエロ」（MUSの会） 7/23 1 65

夏のおたのしみ会「真夏のこわーい話 百物語」（おはなしポッ

ポ）
7/25 1 44

一日図書館員 7/28 ～ 8/19 3 12

夏のおたのしみ会 おはなし会スペシャル（グー・チョキ・パー） 8/8 1 48

図書館YAサポーター 9/27 ～ 11/29 4 11

おはなしポッポのおはなし会スペシャル（おはなしポッポ） 10/31 1 28

第4回ビブリオバトル in ゆいぴあ 11/29 1 18

グーチョキパーのおはなし会スペシャル（グー・チョキ・パー） 12/19 1 18

としょかん福袋 1/5 ～ 1/6 1 40

山田駅前図書館開館5周年記念 吹田おはなしの会によるおはなし

会スペシャル（吹田おはなしの会）
3/13 1 21

みんなおいでよGO！周年～IN図書館～ 3/26 1 244

おひざで絵本（こぐま，職員） 44 221

えほんのじかん（えほんの会ピーターパン，職員） 54 528

えほんのひろば（グー・チョキ・パー，職員） 10 225

おはなし会（グー・チョキ・パー） 8 81

出張宿題タスケルンジャー 7/17 ～ 7/22 6 5

講師派遣

のびのび子育てプラザ，西山田中学校1年生職業聞き取り学習
3 222

出前講座 千里高等学校 6/27 1 23

児童サービス計 158 2645

学校連携

区分 名称 回数 延人数

職業体験 青山台中学校，山田中学校，山田東中学校 3 12

町たんけん 津雲台小学校 10/9 1 6

学校連携計 4 18

児童合計 162 2663

174 2884

【山田分室】

一般サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数  延人数

講座
運動講座「バランスボールで体のゆがみを解消！」（吹田市スポー

ツ推進室指導担当職員）
3/3 1 12

行事 としょかん福袋 1/5 ～ 1/6 1 18

その他 出前講座 山五地区公民館「図書館使いこなし講座」 11/28 1 10

一般合計 3 40

児童サービス

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

にがおえ大会 4/23 ～ 5/24 1 104

ほんのひろば 子どもと本のまつりスペシャル 5/9 1 14

やまだぶんしつクイズラリー 5/20 ～ 5/23 1 10

ま

つ

り

期間

連

携

9/9～10，11/5～6，

11/11～12

山田駅前図書館 総計

期間

期間

お

は

な

し

会

月4回

（金3回･土1回）

毎週日曜日

月1回 水曜日

第3土曜日

（5･8･12･3月除く）

そ

の

他

6/22，10/26，2/19

5/27～6/10，

10/13～27，2/24～3/9

行

事
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保健師の育児相談（吹田市立保健センター保健師） 10/1 1 2

運動講座「おひざで絵本と親子で楽しむ運動あそび」（吹田市ス

ポーツ推進室指導担当職員）
10/21 1 8

抱っこで絵本講座 11/25 ～ 12/9 3 32

宿題タスケルンジャー 7/10 ～ 8/31 1 25

としょかん福袋 1/5 ～ 1/6 1 39

ほんのひろば（共催：西山田地区公民館） 8 166

おひざで絵本 23 62

その他 講師派遣 「おひざde絵本in山田西児童センター」 2/18 1 16

児童サービス計 42 478

学校連携

区分 名称 回数 延人数

図書館見学 山田第五小学校，山田第三幼稚園，西山田小学校 3 149

職業体験 竹見台中学校 11/10 ～ 11/12 1 6

学校連携計 4 155

児童合計 46 633

49 673

ボランティア関連行事（行事合計には含まず）

【中央図書館】

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

ブックスタートのためのお話ボランティアスキルアップ講座（職

員）
5/27 1 39

おひざで絵本のためのお話ボランティアスキルアップ講座（土居安

子氏）
10/7 1 50

ブックスタートのひろば＆おひざで絵本のためのお話ボランティア

養成講座（脇谷邦子氏，山本淳子氏，岩出景子氏，職員）
10/23 ～ 11/27 6 128

図書館ボランティア募集説明会 3/13 1 19

ブックスタートのためのお話ボランティアスキルアップ講座（小西

萬知子氏）
3/15 1 59

合計 10 295

【千里図書館】

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

その他 図書館ボランティア募集説明会 2 28

合計 2 28

【千里山・佐井寺図書館】

区分 名称（講師・演者等） 回数 延人数

音訳・対面朗読ボランティア養成初級講座（内海道子氏） 5/11 ～ 11/9 21 340

デイジー図書製作・編集・使い方プレ講座 11/16 1 2

デイジー製作・編集・使い方講座（小林妙子氏） 11/30 ～ 12/21 8 63

点訳ボランティア養成中級講座（近藤由佳里氏） 11/14 ～ 2/6 10 16

音訳・対面朗読スキルアップ講習会（林曠子氏） 1/13 ～ 3/16 8 96

読み聞かせボランティア合同交流会 5/28 1 10

吹田声のグループ「虹」との懇談会 7/28 1 26

点訳・音訳ボランティアグループ交流会 10/7 1 12

デイジー図書製作・編集交流会 3/3 1 6

合計 52 571

64 894

延参加

人 数
24,867 人

そ

の

他

期間

9/26，3/15

期間

ボランティア関連行事 総計

主催事業 総合計（後援事業、ボランティア関連行事は除く）   1,436 回

期間

連

携

6/9，7/9，11/11

山田分室 総計

期間

そ

の

他

講

座

行

事

おはな

し会

第2土曜日

（8･10･11月除く）

月2回（水1回･土1回）
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19．図書館別特設コーナー
各月毎の歳時記、週間行事、記念日、季節にちなんだ図書や身近な話題をテーマに図書の展示と貸出を各館で実施

【 北千里(分)は千里図書館北千里分室、千・佐は千里山・佐井寺図書館、山田（分）は山田駅前図書館山田分室 】

【4月】 鉄道 時刻表を読む

全館 児童 おめでとう1ねんせい 児童 ともだち

中央 一般 手紙 こどもの日

追悼 塩月弥栄子さん おかあさんだいすき

キューバ YA 家族のカタチ

追悼 船戸与一さん 江坂 昭和

展示 日本万国博覧会45周年 神戸とサッカー

児童 ブックスタートのひろばの絵本 児童 なかよしっていいな

YA WORK－働くって、どんな感じ？- YA 観た・こと・ある？

ＢＭ 一般 球春到来！野球をたのしもう 千・佐 一般 お茶はいかがですか？

千里 一般 月 一般ミニ 新書を持ってお出かけ

一般ミニ なかにし礼を聴く 復元教室 だまし絵・かくし絵・さがし絵

児童 こどもの日 児童 ことばであそぼ

北千里(分) 一般 世界写真紀行 児童ミニ 5月5日はこどもの日

YA 十七音に心をこめて 俳句の本 母の日－おかあさんだいすき－

さんくす 一般 グリーン YA 見た目

鉄道 時刻表を読む 千里丘 一般 暮らしに絵筆を

児童ミニ こどもの日 児童

YA 写真を楽しも！

江坂 一般 中国 YA ハンドメイドしてみよう！

YA 部活！ 山田駅前 一般 旅に出よう

千・佐 一般 めざせ！節約・貯金名人 児童 おみせやさん

一般ミニ 追悼 船戸与一さん 児童ミニ おかあさんだいすき

児童 YA 小説家になろう

山田(分) 一般 お茶にしましょうか

児童ミニ さくら咲く 児童 ふしぎ！おもしろい！鳥がいっぱい！

YA 気持ち・気持ち・気持ち Twitter 昭和

千里丘 一般 図書館がつなぐ 【6月】

YA 音楽 大好き 中央 一般 スポット・アジア文学

山田駅前 一般 花や植物を愛でる 地震・噴火

児童ミニ こどもの日の本 追悼・高橋治さん

YA アウトドア 野生にひたろう！ 地域イベント「絣」

山田(分) 一般 山 雨の日も好き！

Twitter グリーン お父さんの本

【5月】 世界遺産

中央 一般 大坂の陣400年 ブックスタートのひろばの絵本

追悼・長田弘さん、図書館 YA よのなかのことを知るために

地域イベント「鉄道」 ＢＭ 大阪の陣400年

地域イベント「西村公朝」

児童 おかあさんの本

こどもの日の本 千里 一般 スパイス

妖怪にあえる本 追悼 長田弘さん

ブックスタートのひろばの絵本 秋元康を読む-ＣＤと本で見る-

YA WORK－働くって、どんな感じ？- 児童 おいしく たのしく

ＢＭ 一般 手紙 YA ファッションは生き方（スタイル）

千里 一般 魔法界へ行こう！ 北千里(分) 一般 琳派400年

児童 おかあさんの本 児童 もりの本

北千里(分) 一般 さらばストレス YA 気持ちを伝える「紙ワザ」

児童 おでかけしよう！ さんくす 一般 メカ メカ メカ (しくみを知ろう！)

YA 異世界へ 鉄道 小林一三 その夢とロマン

さんくす 一般 大阪 児童 あめ

一般ミニ

児童ミニ

一般ミニ

一般

行ってみようかな しらないところ

どんなところ？

松谷みよ子さん、おはなしたくさん

ありがとう

児童

一般ミニ

一般
ほんの読み方いろいろ～じゆうにほ

んを楽しもう！～

一般ミニ
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児童ミニ おとうさんだいすき YA 夏休み、新書を読んでみよう

たなばた 江坂 一般 こんな仕事に興味ありませんか？Part2

YA 生き物大好き 千・佐 一般 人間関係ってむずかしい・・・？

江坂 一般 神戸とサッカー 復元教室 大型本

児童 なかよしっていいな 一般ミニ 航海に出よう！

YA 観た・こと・ある？ 児童ミニ たなばた

千・佐 一般 文学賞×海外小説 千里丘 一般 江戸の日本画

一般ミニ ガンバ大阪市民応援デー連動企画 山田駅前 一般 大阪にゆかりのある人

園芸を始めてみませんか？ 一般ミニ 追悼 鶴見俊輔

復元教室 だまし絵・かくし絵・さがし絵 たなばたの本

児童 音楽 お・ん・が・く もうすぐなつやすみ

児童ミニ おとうさん、いつもありがとう 山田(分) 一般 こんな文房具、あんな文房具

歯の衛生週間 Twitter 海

あめふり、ぽったん 【8月】

YA アニメ・アニメ・アニメ！ 全館 児童 もうよんだかな？／課題図書

挿絵の黄金時代 YA てくてく

千里丘 一般 アウトドア でかけよう！自然のなかへ 中央 一般 芸人作家！？

児童 ともだち いっしょにいると楽しいね 追悼・鶴見俊輔さん・阿川弘之さん

YA 和の道をキワメル すいた環境連続セミナー講師著作物

山田駅前 一般 日本の世界遺産 これでバッチリ！夏休みの宿題

一般ミニ 戦争と平和

ブックスタートのひろばの絵本

ＢＭ 一般 なつの本いろいろ

児童 あめの日にたのしくあそぶ本 千里 一般 こわーい はなし

児童ミニ おとうさんだいすき！ 一般ミニ

YA 和に親しむ

山田(分) 一般 とき－時間学－ さだまさしと泣く-ＣＤと本で見る-

児童 きょうだい 児童ミニ 戦争・平和

Twitter 時 自由研究と工作

【7月】 北千里(分) 一般 くらしを楽しむ

全館 児童 もうよんだかな？／課題図書 児童 宿題のおたすけ本

YA てくてく さんくす 一般 戦場へ送られた男たち

中央 一般 大人の折り紙 鉄道 「駅弁」あれこれ

展示 高野山開創1200年～空海の書～ 児童ミニ 戦争

ガンバ大阪 YA 夏休み、新書を読んでみよう

戦後70年(吹田・大阪） 江坂 一般 この夏 日本の「世界遺産」を巡る旅

これでバッチリ！夏休みの宿題 児童ミニ 戦争・平和

戦争と平和 ちさと 一般 高校野球の100年

ブックスタートのひろばの絵本 一般ミニ 考えよう、戦争と平和

ＢＭ 一般 なつの本いろいろ 児童ミニ ー戦後70年ー平和を考えよう

千里 一般 鉄道 千里丘 一般 親のこと、我が身のこと

一般ミニ 秋元康を読む-ＣＤと本で見る- 山田駅前 一般 第一次世界大戦

児童ミニ セミの羽化って、しってる？ 児童ミニ 戦争・平和の本

ファッションは生き方（スタイル） 山田(分) 一般 戦後70年 戦中・戦後の日本を顧みる

本を片手に旅しよう！ Twitter 大人の夏休み

北千里(分) 一般 世界の○○ 【9月】

児童 宿題のおたすけ本 中央 一般 ウォーキング始めませんか？

さんくす 一般 映画の原作本 外国編 一般ミニ 追悼・柳原良平さん

一般ミニ おつきさまの本

おじいちゃんとおばあちゃんのほん

鉄道 小林一三 その夢とロマン ブックスタートのひろばの絵本

児童 あめ 高畠那生さんの本

児童ミニ 泳ぐ YA ティータイムと本

たなばた BM 一般 からだを休めよう／芸人作家！？

児童

児童ミニ

一般ミニ

児童
ガンバ大阪市民応援デー連動企画、神戸

市立中央図書館神戸賀川サッカー文庫紹

介、ガンバ大阪三冠資料展示

ここが見どころ！ ガンバ大阪と

サッカーの本

一般ミニ

YA

EXPAND YOUR WORLD,EXPAND

YOURSELF!

児童
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千里 一般 健康増進普及月間 復元教室 琳派400年

一般ミニ さだまさしと泣く-ＣＤと本で見る- 児童 美しい科学の本

児童 かぞくいろいろ 児童ミニ ハロウィンとまじょとおばけ

YA すぐ読めて、ずっと心に残る絵本 YA 占い 信じる？信じない？

北千里 一般 家具と家電と 千里丘 一般 読書にまつわるエトセトラ

児童 おいしそうな本 児童 図書館のものがたり

YA 音楽って、たのしい！？ YA WORK!!

さんくす 一般 誰にも借りられなかった本たち 山田駅前 一般 アイデアの見つけ方

鉄道 「駅弁」あれこれ 児童 のりものだいすき！

YA 宇宙旅行の気分を味わってみよう！ 山田(分) 一般 マネー＆経済入門

江坂 一般 体にやさしい生活 児童 ハッピーハロウィン！

児童 秋をみつけてみよう！ Twitter 謎

YA 「食べる」を考える 【11月】

千・佐 残暑を笑いで吹き飛ばそう 中央 一般 田辺聖子さんの世界

悪質商法 展示 阪本一房さんを偲ぶ

児童 ほし・そら・うちゅう 追悼・佐木隆三さん

児童ミニ 秋の本 追悼・宇江佐真理さん

YA 「よりみちパン！セ」って知ってる？ 追悼・フジモトマサルさん

千里丘 一般 空を眺めよう！ 秋の本いろいろ

児童 食べよう！ ブックスタートのひろばの絵本

YA 大人ってナニ？ YA ちょっとの読みもの

山田駅前 一般 今さら聞けない○○の本 BM 一般 水の話

児童 おじいちゃん、おばあちゃんの本 千里 一般 ハッピーリタイア

児童ミニ 高畠那生の本 一般ミニ 中島みゆきと時代-CDと本で見る-

YA 部活 児童 いぬがいーっぱい！

山田(分) 一般 もっと灯りを YA 生活にアートを！

児童 おじいちゃん、おばあちゃんの本 北千里 一般 おいしい話

Twitter 生物多様性 児童 ふしぎなおはなし

【10月】 YA 学者の考え方

中央 一般 水の話 さんくす 一般 絵図っておもしろい

ブックスタートのひろばの絵本 鉄道 江戸時代の街道と宿場町

高畠那生さんの本 児童 げいじゅつのあき

美術館・博物館の本 YA 君にもできる国際協力

YA ティータイムと本 江坂 一般 古典にしたしむ

BM 児童 秋をみつけてみよう！

YA 「SF」を読もう！

千里 一般 時代小説を読もう！ 千・佐 一般 シニア世代の愉しみ

一般ミニ 中島みゆきと時代-CDと本で見る- 一般ミニ 体幹を鍛えよう

児童 おまつりの本 児童 ぼうけん、ぼうけん、またぼうけん！

YA すぐ読めて、ずっと心に残る絵本

北千里 一般 CDキャラバン

児童 ハロウィンがやってくる！ 千里丘 一般 気象の話

YA 発見？城めぐり 児童 ふしぎ ふしぎ ミステリー

さんくす 一般 秋の夜長にクラシック YA 部活

鉄道 江戸時代の街道と宿場町 山田駅前 一般 ねことわたし

児童 でんしゃ 児童 あまいもの、だいすき！

児童ミニ うんどうかい YA 自分の生きる道（YAサポーター）

YA ファンタジーの世界へようこそ 山田(分) 一般 ただ旨い酒が飲みたくて

江坂 一般 秋の夜長に新書 児童 せかいには、いろんな人がいる

児童 秋をみつけてみよう！ Twitter 国宝

YA 「食べる」を考える 【12月】

千・佐 一般 日本の城 中央 一般 人権について考えよう

一般 スポーツの秋 ウォーキング始めま

せんか？

児童 生物多様性の本箱 みんなが生きもの

とつながる100冊

YA 吹田の中学校の国語教科書で紹介し

ている本

一般

一般ミニ

児童

児童

現実になる？ＳＣＩＥＮＣＥ ＦＩ

ＣＴＩＯＮの世界

YA
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さる年にそなえる YA スポーツの本

一般ミニ 人権って、なに？ さんくす 一般 日本のごはん

野坂昭如さんを悼む 鉄道 もっと上手に 鉄道写真

クリスマスの本 児童 さる

人権ってなに？ 児童ミニ 節分

ピーターラビットの本 YA イラストレーター片山若子の仕事

ブックスタートのひろばの絵本 江坂 一般 ビジネスコーナーできました！！

YA ちょっとの読みもの 児童 ゆきとこおりのほん

ＢＭ 児童 クリスマスの本 YA 寒い冬に怖い本

千里 一般 人権の本 ちさと 一般 着物あれこれ

良い習慣で新年を迎えよう！ 復元教室 鉱物のミリョク

一般ミニ 美空ひばりと昭和-CDと本で見る- 児童 ふゆのぎょうじ

児童 クリスマス！ 児童ミニ 2016ねんはおさるどし

北千里(分) 一般 いろんな手帳・文房具 YA 時を超えて

一般ミニ 人権の本 千里丘 一般 ノーベル賞

児童 クリスマスのほん 児童 あそぼう！スポーツしよう！

YA 星に願いを YA コミュニケーション

さんくす 一般 追悼 野坂昭如 12月9日没 山田駅前 一般 吹田の文芸

闘病記 児童 お正月のほん

鉄道 もっと上手に 鉄道写真 YA 猫派 犬派 なんでも派!?

児童 クリスマス 山田(分) 一般 新年だ！あるけ、歩け！

児童ミニ お正月 児童 おさるの本

YA アンソロジー・短編集 Twitter

江坂 一般 子どもを守れ 【2月】

児童 たのしいクリスマス 中央 一般 からだをあたためる

YA 「SF」を読もう！ 展示 ガンバ大阪・新スタジアム

千・佐 一般 冬の本 ようちえん・がっこうってどんなとこ？

一般ミニ ターシャ・テューダー生誕100周年 せつぶん・おにの本

クリスマスのほん ブックスタートのひろばの絵本

ふゆのぎょうじ YA 新しい道

YA 学校へ行きたい ＢＭ 一般 初めてを始めよう

千里丘 一般 脳トレ＋体操 千里 一般 写真で旅する

児童 冬を楽しもう！ 一般ミニ 追悼 宇江佐真理さん、杉本章子さん

YA コミュニケーション ゆき・こおり

山田駅前 人権週間 子ども虐待 節分とおに

年の瀬！ YA 学ぶってなに？

児童 クリスマス 北千里(分) 一般 ねこ・猫・ネコ

YA 日本語を楽しもう 児童 家族っていいな！

山田(分) 一般 新聞書評に載った本2015 YA スイーツな毎日

児童 メリークリスマス！ さんくす 一般 正しく！楽しく！ウォーキング

Twitter 贈り物 鉄道 小説で読む鉄道

【1月】 児童 おふろ

中央 一般 初めてを始めよう 児童ミニ ひなまつり

一般ミニ 新春読書うらない YA お菓子な物語

お正月の本 江坂 一般 ビジネスコーナーできました！！

冬の本いろいろ 児童 ゆきとこおりのほん

ブックスタートのひろばの絵本 YA 寒い冬に怖い本

YA 新しい道 千・佐 一般 ルネサンス

ＢＭ 児童 お正月・十二支の本 復元教室 鉱物のミリョク

千里 一般 祝・成人 児童 さむい さむい

一般ミニ 美空ひばりと昭和-CDと本で見る- 児童ミニ ひなまつり＆おひめさま

児童 お正月とおさるの本 YA 脱・力・本

北千里(分) 一般 2足のわらじの作家たち 千里丘 一般 きれい！かわいい！

児童 冬ってたのしい！ 児童 ことばって、楽しい！

児童

児童

児童

児童

一般

児童
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YA 卒業

山田駅前 一般 もっと写真を楽しもう

児童 ぬくぬく

児童ミニ ひなまつり

YA

山田(分) 一般 生活の“習慣”を見直す

児童 やっぱり、あまいものがいいな

Twitter 酒

【3月】

中央 一般 経営者に学ぶ

春の本いろいろ

ブックスタートのひろばの絵本

YA 計画をたてよう

ＢＭ 児童 春の本

千里 一般 笑いと健康

児童 はるがきた！

児童ミニ ひなまつり

YA 学ぶってなに？

北千里(分) 一般 お得です！アンソロジー

児童 小鳥だいすき

YA 贈り物

さんくす 一般 大坂夏の陣 四百年

鉄道 小説で読む鉄道

児童 おでかけしよう

児童ミニ 忘れないよ3.11東日本大震災

おひっこし

YA 卒業

江坂 一般 春3月 書(詩集)をもって町へ出よう

児童 はるをさがそう！

YA どうして勉強するのかな

千・佐 一般 美しいもの集めました

児童 ずーっとずーっと、おともだち

児童ミニ きこえてくるよ♪はるのあしおと

YA 落語 お笑いを一席

千里丘 一般 マナーを学ぼう

児童 くだものの本

YA プレゼントを贈ろう

山田駅前 一般 そなえよう防災・防犯

児童

YA 思いを伝える

山田(分) 一般 写真を撮る、写真に残す

児童 ネコの本

Twitter 鉄道

あなたのまわりの危険について考え

てみよう

児童

春のおかし クッキー マシュマロ

キャンディー

いろいろな行事（一部紹介）

運動講座 「ぐんぐんのばそう子どもの運動能力」

を開催しました（山田駅前図書館）

戦後70年企画「戦時下の吹田を語る」を開催し

ました（さんくす図書館）

夏休み中の留守家庭児童育成室を訪問しました。

YAサポーター活動報告（中央図書館）
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