
13．障がい者サービス利用状況 ＊利用人数：注記がない項目はすべてのべ人数。

*「千・佐」→千里山・佐井寺図書館

中央 千里 さんくす 江坂  千・佐 千里丘  山田駅前 他館へ 他館へ

小計 0 239 129 66 101 0 116 1,694 (2) 1,272 258 (5) 144

総計 3,368

※数値は逐次刊行物を含みます。　※デイジー・テープ図書貸出の括弧内の数値は内肢体不自由などです。

◆録音図書貸出事業

111名

13名

2,412名

32件

〔年間製作ﾀｲﾄﾙ上記のうち　寄贈1タイトル〕 226館

◆対面朗読事業

65名

15名

59名

〔年間製作ﾀｲﾄﾙ上記のうち　寄贈1タイトル〕 ◆点訳図書製作事業

231タイトル

16タイトル

95タイトル

◆平成28年度のサピエへのコンテンツ提供図書の同年度利用回数

◆音声デイジー再生機貸出 6回

◆国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスへのコンテンツ提供 ◆音声デイジーダウンロード貸出　

21名 21タイトル

1台 11名 14タイトル

2台 5名 5タイトル

14．子育て支援サービスの取組み
【ブックスタート絵本配付状況及び「ブックスタートのひろば」実施状況】

【ブックスタート 館別・種別配付状況】 ※「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

112冊 15冊 106冊 51冊 56冊 127冊 47冊 77冊 62冊 50冊 703冊

103冊 18冊 98冊 42冊 58冊 119冊 71冊 80冊 72冊 41冊 702冊

88冊 12冊 94冊 34冊 60冊 121冊 56冊 76冊 58冊 41冊 640冊

83冊 8冊 84冊 37冊 64冊 122冊 52冊 85冊 55冊 34冊 624冊

45冊 6冊 50冊 16冊 26冊 40冊 19冊 46冊 21冊 11冊 280冊

431冊 59冊 432冊 180冊 264冊 529冊 245冊 364冊 268冊 177冊 2,949冊

がたんごとん　がたんごとん

きゅっ　きゅっ　きゅっ

じゃあじゃあ　びりびり

りんご

合　　　　計

いないいない　ばあ

2,949冊 3,464人 85.1％ 1,221回 16,161人

配付冊数 対象者 配付率
ブックスタートのひろば

回数 参加人数

千里、山田駅前、千里丘 シネマデイジー

千里山・佐井寺 マルチメディアデイジー

点字図書 34タイトル ダウンロード利用　454回

◆拡大読書器設置館 　　◆シネマデイジー・マルチメディアデイジー貸出事業

点字図書 15タイトル ダウンロード利用　224回

デイジー図書 393タイトル ダウンロード利用　27,112回

◆逐次刊行物の製作 所蔵タイトル数

ボランティアグループ製作
テープ　　3タイトル（25巻） 年間製作タイトル数

デイジー　3タイトル（22枚） 貸出タイトル数

年間製作タイトル数 82タイトル 実利用者数

除籍数（劣化・破損等） 1タイトル（1巻） 協力ボランティア数

所蔵タイトル数 911タイトル 登録者数

所蔵タイトル数 2,694タイトル（15,436巻） 登録者・肢体不自由者等

年間製作タイトル数 17タイトル（81巻） 延利用者数

除籍数（劣化・破損等） 3タイトル（25巻） 逐次刊行物利用者・利用館数

相互貸借登録館（実数）

（デイジー図書）

651 2,966 402

◆録音図書製作事業

（テープ図書） 登録者・視覚障がい者

対面朗読実施回数（職員実施分を含む）
音声デイジー貸出

タイトル数

テープ図書貸出

タイトル数
貸出総数

（ﾀｲﾄﾙ数）
市内登録者 市内登録者
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【「赤ちゃん会」館別実施状況】

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

訪問園数 3園 ― 1園 2園 6園 1園 2園 1園 1園 1園 18園

参加人数 111人 ― 16人 40人 155人 46人 46人 50人 10人 16人 490人

絵本配付数 3冊 ― 1冊 2冊 13冊 1冊 1冊 4冊 0冊 0冊 25冊

※市立保育園主催の「赤ちゃん会」でブックスタート絵本配付とよみきかせ　

【「らっこクラブ」での絵本配付数】 【出前講座での絵本配付数】

保健センター 8冊 3冊

南千里分館 10冊

千里丘市民センター 2冊

※保健センター主催の「らっこクラブ」でブックスタート絵本配付とよみきかせ

【「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 141回 ― 144回 72回 144回 144回 144回 144回 144回 144回 1,221回

参加人数 1,625人 ― 1,872人 472人 1,493人 4,408人 1,961人 1,870人 1,462人 998人 16,161人

※0・1歳の乳幼児と保護者対象のよみきかせ

【「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 45回 - 49回 18回 48回 72回 116回 22回 47回 24回 441回

参加人数 582人 - 570人 77人 271人 912人 777人 305人 255人 61人 3,810人

※2・3歳の幼児と保護者対象のよみきかせ

【「抱っこで絵本講座」館別実施状況】

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 6回 ― 6回 3回 6回 6回 6回 3回 9回 3回 48回

参加人数 70人 ― 78人 34人 60人 80人 70人 40人 110人 0人 542人

※1歳の幼児と保護者対象のよみきかせを学ぶ講座

【「親子で絵本とわらべうた」実施状況】　開催館は中央図書館のみ

回　数

参加人数

※9か月から1歳の乳幼児と保護者、2・3歳の幼児と保護者対象のよみきかせとわらべうたを楽しむ連続講座

【「保育士の子育て講座」実施状況】　開催館は江坂図書館のみ

回　数 1回

参加人数 40人

※保育士による講義と育児相談（ブックスタートのひろば終了後に実施）

9か月から1歳 2・3歳

10回 10回

190人 58人

原町児童センター

ブックスタート配付絵本一覧

「いないいないばあ」　松谷 みよ子／ぶん，瀬川 康男／え　（童心社）

「がたんごとんがたんごとん」　安西 水丸／さく　（福音館書店）

「きゅっきゅっきゅっ」　林 明子／さく　（福音館書店）

「じゃあじゃあびりびり」　まつい のりこ／作・絵　（偕成社）

「りんご」　松野 正子／ぶん，鎌田 暢子／え　（童心社）

※出張カウンター（「赤ちゃん会」「らっこクラブ」

「出前講座」など）での絵本配付数は各館の配付数に

  含む
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15．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 - 4回 3回 3回 4回 4回 2回 3回 1回 30回

439人 - 188人 215人 166人 293人 321人 61人 89人 26人 1,798人

0回 - 0回 0回 7回 1回 0回 0回 0回 0回 8回

0人 - 0人 0人 531人 23人 0人 0人 0人 0人 554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

49件 - 47件 13件 88件 73件 68件 24件 12件 54件 428件

596冊 - 675冊 241冊 872冊 1,540冊 2,379冊 421冊 90冊 767冊 7,581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 1,3,4,6 4 吹田第三 1-6 6 吹田第二 1-6 6

千里第一 1,3-6 5 千里新田 1-6 6 吹田東 1-6 6

千里第三 1-6 6 佐井寺 4 1 吹田第六 5 1

山田第五 1-6 6 岸部第一 1-6 6 山手 1-6 6

佐竹台 3-5 3 岸部第二 1-3,5,6 5 山田第一 1-6 6

古江台 1 1 豊津第二 1-6 6 山田第二 1-6 6

青山台 1-6 6 津雲台 1-6 6 東山田 1,6 4

千里丘北 1-6 6 千里たけみ 1-6 6 南山田 1-3 3

中学校名 学年 セット数 42 西山田 1-6 6

山田 1-3 3 44

40

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p.25を参照。

団体貸出の本を、自動車文庫で小・中学校まで配達。　57校　1993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：26校126セット。合計5040冊（＝40冊×126セッ

ト）。

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）市立小中学生に、『もうよんだかな？』『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、p.30～31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1回  60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　

16．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p.32～42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

6校 - 7校 0校 6校 4校 6校 5校 8校 1校 43校

21人 - 29人 0人 22人 19人 43人 22人 40人 2人 198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

5回 - 0回 0回 0回 0回 0回 0回 6回 0回 11回

22人 - 0人 0人 0人 0人 0人 0人 17人 0人 39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：2017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　40点

職業体験生の

受入

YA

サポーター

「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174人

高校生

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。

活動内容：窓口での貸出案内・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40人
講師派遣

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7/24にテーマ「元気になる本」。

＊参加者　16人

「吹田のＹＡが選ぶオス

スメの本」原稿募集

対象：2017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　54点。

学研図書部会

への参加
新刊紹介、団体貸出についてほか。1回2人派遣。

ＹＡコーナー
YA向け特設コーナーの詳細はp.43～47を参照。

図書紹介

パンフレット

発行・配布

『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p.31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。

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28年度は引き取り希望校なし。

図書担当教員対象。平成28年度は図書館への依頼なし。

よみきかせ講座、ブックトークなど。4回99人。詳細は下記のとおり。

対象：千里第三小学校ＰＴＡ図書ボランティア　内容：読み聞かせ、本の選び方、図書館の使い方について　＊参加人数

50人

対象：学校図書館を育てる吹田市民の会　内容：新刊紹介、読み聞かせの実演など　＊参加人数18人

対象：吹田市立小・中学校読書活動支援者の会　内容：ブックトークの説明と実演　＊参加人数11人

吹田市教員研

修

講師派遣・

出前講座
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17.夏休み文庫「もうよんだかな？」「てくてく」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

いもうとガイドブック ポーラ・メトカーフ／文 スザンヌ・バートン／絵 少年写真新聞社

おおきな3びきゆうえんちへいく クリス・ウォーメル／作・絵 小風 さち／訳 徳間書店

オニのサラリーマン 富安 陽子／文 大島 妙子／絵 福音館書店

おばあさんのひっこし エドナ・ベッカー／作 白根 美代子／絵 福音館書店

かめ-甕- 「カオス・シチリア物語」より 飯野 和好／作 ビリケン出版

きめてよ、おじいちゃん! ジャン・ルロワ／文 ジャン=リュック・アングルベール／絵 光村教育図書

シルヴィーどうぶつえんへいく ジョン・バーニンガム／さく たにかわ しゅんたろう／やく BL出版

しろくまくんどこにいく？ ソフィー・ヘン／作・絵 二宮 由紀子／訳 徳間書店

セイウチくんをさがせ!! スティーヴン・サヴェッジ／さく 評論社

ぼくがすきなこと 中川 ひろたか／文 山村 浩二／絵 ハッピーオウル社

ほんとうはなかよし エルモアとアルバート ローレン・チャイルド／作 明橋 大二／訳 1万年堂出版

ライフタイム いきものたちの一生と数字 ローラ・M.シェーファー／ぶん クリストファー・サイラス・ニール／え ポプラ社

G2=すこし本をよみはじめた人へ 

G２ 書名 出版社

アレハンドロの大旅行 きたむら えり／さく・え 福音館書店

おじいちゃんのコート ジム・エイルズワース／文 バーバラ・マクリントック／絵 ほるぷ出版

オスカルとはらぺこドラゴン ウテ・クラウゼ／作 さとう よしこ／訳 WORLD LIBRARY

おまかせ!しゅくだいハンター 山野辺 一記／作 常永 美弥／絵 金の星社

くろねこのロク空をとぶ インガ・ムーア／作・絵 なかがわ ちひろ／訳 徳間書店

こぶたのピクルス 小風 さち／文 夏目 ちさ／絵 福音館書店

スプーン王子のぼうけん 竹下 文子／作 こば ようこ／絵 鈴木出版

トヤのひっこし イチンノロブ・ガンバートル／文 バーサンスレン・ボロルマー／絵 福音館書店

妖怪いじわるひょうしき 土屋 富士夫／作・絵 PHP研究所

らくだいおばけがやってきた やまだ ともこ／作 いとう みき／絵 金の星社

ロバのジョジョとおひめさま マイケル・モーパーゴ／文 ヘレン・スティーヴンズ／絵 徳間書店

わすれもの大王 武田 美穂／作 WAVE出版

G3=本がおもしろくなってきた人へ 

G３ 書名 出版社

あたし、アンバー・ブラウン! ポーラ・ダンジガー／作 むかい ながまさ／絵 文研出版

おうだんほどうのムッシュトマーレ 香坂 直／作 フィリケ えつこ／絵 小学館

おばけ道、ただいま工事中!? 草野 あきこ／作 平澤 朋子／絵 岩崎書店

カエルになったお姫さま お姫さまたちの12のお話 アニー・M.G.シュミット／作 たちもと みちこ／絵 徳間書店

かき氷 天然氷をつくる 伊地知 英信／文 細島 雅代／写真 岩崎書店

白い池黒い池 イランのおはなし リタ・ジャハーン=フォルーズ／再話 ヴァリ・ミンツィ／絵 光村教育図書

せんそうしない たにかわ しゅんたろう／ぶん えがしら みちこ／え 講談社

ペンギンは、ぼくのネコ ホリー・ウェッブ／作 大野 八生／絵 徳間書店

ぼく、悪い子になっちゃった! マーガレット・ピーターソン・ハディックス／作 堀川 理万子／絵 さ・え・ら書房

まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわ ちひろ／作 偕成社

リトル・パパ パット・ムーン／作 タカタ カヲリ／絵 文研出版

ルイージといじわるなへいたいさん ルイス・スロボドキン／作・絵 こみや ゆう／訳 徳間書店

著者等
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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

青い目の人形物語 1 平和への願い アメリカ編 シャーリー・パレントー／作 河野 万里子／訳 岩崎書店

岸辺のヤービ 梨木 香歩／著 小沢 さかえ／画 福音館書店

グッドジョブガールズ 草野 たき／著 ポプラ社

スモーキー山脈からの手紙 バーバラ・オコーナー／作 こだま ともこ／訳 評論社

自転車少年 横山 充男／著 黒須 高嶺／絵 くもん出版

鳥海山の空の上から 三輪 裕子／作 佐藤 真紀子／絵 小峰書店

ニレの木広場のモモモ館 高楼 方子／作 千葉 史子／絵 ポプラ社

ハンナの夢さがし ベッティーナ・オプレヒト／作 若松 宣子／訳 偕成社

ぼくたちに翼があったころ コルチャック先生と107人の子どもたち タミ・シェム=トヴ／作 岡本 よしろう／画 福音館書店

岬のマヨイガ 柏葉 幸子／著 さいとう ゆきこ／絵 講談社

夢見る犬たち 五番犬舎の奇跡 クリフ・マクニッシュ／作 浜田 かつこ／訳 金の星社

ＷＯＮＤＥＲ R.J.パラシオ／作 中井 はるの／訳 ほるぷ出版

G5=「てくてく」18冊の本

G５ 書名 出版社

赤の他人だったら、どんなによかったか。 吉野 万理子／著 講談社

いのちのパレード 八束 澄子／著 講談社

ウソつきとスパイ レベッカ・ステッド／作 樋渡 正人／訳 小峰書店

うたうとは小さないのちひろいあげ 村上 しいこ／著 講談社

ABC! 曙第二中学校放送部 市川 朔久子／著 講談社

おなやみ相談部 みうら かれん／著 十々夜／絵 講談社

風のヒルクライム ぼくらの自転車ロードレース 加部 鈴子／作 岩崎書店

雲をつかむ少女 藤野 恵美／著 講談社

小説の書きかた 須藤 靖貴／著 講談社

すし食いねえ 吉橋 通夫／著 講談社

空色バウムクーヘン 吉野 万理子／著 徳間書店

月にハミング マイケル・モーパーゴ／作 杉田 七重／訳 小学館

なりたて中学生 初級編 ひこ・田中／著 講談社

鵺の家 廣嶋 玲子／著 東京創元社

白球ガールズ 赤澤 竜也／著 KADOKAWA

ブタカン! 池谷美咲の演劇部日誌 青柳 碧人／著 新潮社

美雨13歳のしあわせレシピ しめの ゆき／著 高橋 和枝／絵 ポプラ社

向かい風に髪なびかせて 河合 二湖／著 講談社

本
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」

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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