
13．障がい者サービスの取組み ＊利用人数：注記がない項目はすべて延人数。

【障がい者サービス登録者数】

113名

13名

64名

中央 千里 さんくす 江坂  千・佐 千里丘  山田駅前 15名

小計 0 281 123 48 216 0 107 協力ボランティア数 61名

合計

【録音図書貸出事業】

6タイトル 1,144名

他館へ 他館へ 0タイトル 33名

1,635 (10) 1,982 146 (1) 80 5名

小計 小計 21名

3,843 7名

※デイジー・テープ図書貸出の括弧内の数値は肢体不自由者等です。数値は逐次刊行物を含みます。　

【録音図書製作事業】

【点訳図書事業】

実利用者数

※貸出タイトル数は逐次刊行物を含みます。　

【墨字図書郵送貸出事業】 【音声デイジー再生機貸出】

※平成29年8月1日開始。　

【ボランティア関係研修】

回数 延人数

10 51

1 28

11 119

1 3

1 4

10 85

8 56

8 39

1 10

登録者数・肢体不自由者等

登録者数・視覚障がい者
126名計

121タイトル

1,032タイトル

デイジー図書

155タイトル

貸出タイトル数

27タイトル

年間製作タイトル数

総貸出数（タイトル数）

対面朗読実施回数（職員実施分を含む）

0タイトル

11タイトル

2,715タイトル

テープ図書

0タイトル除籍数（劣化・破損等）

【対面朗読事業】　　　*「千・佐」→千里山・佐井寺図書館

3/7

1/10～3/14

11/13～12/4

11/18～2/10

11/16

10/30

年間製作タイトル数

所蔵タイトル数

273タイトル

所蔵タイトル数

登録者数

点訳ボランティア養成初級講座

デイジー図書製作・編集・使い方プレ講座

デイジー図書製作・編集交流会

音訳・対面朗読スキルアップ講習会

デイジー図書製作・編集・使い方講座

16名

実施日

9/25～12/13

7/25

6/8～8/24

146冊

吹田声のグループ虹との懇談会

名称

登録者数

3,617 226 うちデイジー図書利用者数

市内登録者 市内登録者 マルチメディアデイジー 実利用者数

 テープ図書貸出タイトル数 音声デイジー貸出タイトル数 シネマデイジー 延利用者数

職員

職員，音訳ボランティア，

内海道子氏

林曠子氏

小林妙子氏

近藤由佳里氏

「障害者サービス担当職員向け講座」実習受入

（主催：日本図書館協会）

音訳・対面朗読ボランティア養成中級講座

音訳・対面朗読ボランティア養成初級講座

日本ライトハウス情報文化セン

ター

講師、演者

貸出冊数 貸出回数

6名 19回69名

延利用者数 実利用者数

実利用者数

775

延利用者数 113名

7名

デイジー図書 3タイトル

テープ図書 2タイトル

逐次刊行物の製作

うちテープ図書利用者数

うち重複利用者数
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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

いないいない

ばあ
90冊 7冊 80冊 27冊 53冊 92冊 25冊 65冊 41冊 38冊 518冊

がたんごとん

がたんごとん
95冊 10冊 93冊 31冊 55冊 106冊 50冊 91冊 55冊 38冊 624冊

きゅっ　きゅっ

きゅっ
66冊 12冊 102冊 31冊 53冊 126冊 58冊 83冊 51冊 29冊 611冊

じゃあじゃあ

びりびり
89冊 12冊 82冊 28冊 53冊 125冊 44冊 84冊 46冊 30冊 593冊

りんご 35冊 6冊 46冊 22冊 16冊 38冊 24冊 24冊 27冊 20冊 258冊

合　　　計 375冊 47冊 403冊 139冊 230冊 487冊 201冊 347冊 220冊 155冊 2,604冊

【「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

絵本配付数 0冊 - 1冊 4冊 9冊 0冊 3冊 5冊 1冊 1冊 24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読み聞かせ。

【「離乳食講習会かみかみコース」での絵本配付数】 【出前講座での絵本配付数】

中央：保健センター 12回 17冊 5冊

千里：南千里分館 12回 6冊 1冊

※出張カウンター（「赤ちゃん会」「離乳食講習会かみかみコース」「出前講座」など）での絵本配付数は各館の配付数に含む。

【「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 1,094人 - 1,561人 415人 1,217人 3,877人 1,767人 2,119人 1,286人 690人 14,026人

※0・1歳の乳幼児と保護者対象の読み聞かせ。

「いないいないばあ」松谷 みよ子／ぶん，瀬川 康男／え（童心社） 「じゃあじゃあびりびり」まつい のりこ／作・絵（偕成社）

さんくす：原町児童センター

千・佐：千里山竹園児童センター

ブックスタート配付絵本一覧 「きゅっきゅっきゅっ」林 明子／さく（福音館書店）

※保健センター主催の「離乳食講習会」でブックスタート

　絵本配付と読み聞かせ。

「がたんごとんがたんごとん」安西 水丸／さく（福音館書店） 「りんご」松野 正子／ぶん，鎌田 暢子／え（童心社）

※市民向け出前講座などでブックスタート絵本配付。

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

1,221回 14,026人2,604冊 3,231人 81％
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【「おひざで絵本」館別参加状況】 ※「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) 計

回　数 46回 - 50回 23回 47回 70回 53回 23回 46回 24回 382回

参加人数 601人 - 553人 114人 288人 1,050人 373人 248人 355人 58人 3,640人

※2・3歳の幼児と保護者対象の読み聞かせ。

【「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 56人 - 72人 30人 52人 72人 49人 32人 104人 26人 493人

※1歳の幼児と保護者対象の読み聞かせを学ぶ講座。

【「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読み聞かせとわらべうたを楽しむ連続講座。

【「保健師の育児相談」実施状況】　開催館は江坂図書館のみ

回　数 1回

参加人数 12人

※保健師による講義と育児相談。（平成29年度はブックスタートのひろばとは別の日に単独開催）

【子育て支援関連出前講座、講師派遣実施状況】

実施館 実施日 参加人数

中央 2/21 67

千里 3/8 25

千里 1/31 13

千里 3/3 5

さんくす 5/13 96

さんくす 7/8 30

さんくす 1/30 66

江坂 1/19 34

千・佐 6/24 195

千・佐 8/29 26

千・佐 10/4 47

千・佐 12/13 200

千里丘 11/20 40

千里丘 3/7 6

山田駅前 7/4 8

山田駅前 8/22 11

山田(分) 2/22 20

講師派遣・

出前講座

9か月から1歳 2・3歳

10回 10回

内容

出前講座　片山地区福祉委員会 読み聞かせのしかたや、本の紹介等

出前講座　津雲台子育てサロン「ひよっこ

クラブ」
「親子で絵本とわらべうた」

156人 92人

対象

「親子の絆をはぐくむ読み聞かせ」

講師派遣　南千里地区公民館 パパと一緒に遊ぼう！

講師派遣　東保育園参観学習会 「絵本のある生活」

講師派遣　竹見台児童センター

パパと一緒に遊ぼう！

講師派遣　原町児童センター 0－3・4歳の絵本の読み方選び方

出前講座　稲荷学園まこと幼稚園 こどもを本好きにするには

講師派遣　原町児童センター

ちびっこワン・ツー・スリー・ニューひろ

ば

出前講座　千里山コミュニティセンター 「ママにエールを」親子でふれあい遊び

講師派遣　千里山・竹園児童センター 絵本の読み方、選び方

講師派遣　千里山保育園

地域クリスマス会

講師派遣　山田保育園 「えほんDEなかよし」

講師派遣　東山田地区公民館
「絵本から学ぶ豊かな心＆絵本カバーで

バッグをつくろう」

講師派遣　千里山保育園

こどもと一緒に絵本タイム

出前講座　山田西児童センター おしえて司書さん

講師派遣　のびのび子育てプラザ 子どもと一緒に楽しむ絵本

講師派遣　のびのび子育てプラザ
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回数 延人数

1 51

6 96

1 53

1 49

【「ボランティア交流会」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 計

11回 - 6回 2回 4回 2回 2回 9回 42回

107人 - 43人 10人 25人 24人 21人 47人 339人

※りんごの木、こぐま他ボランティア交流会等。（中央はリーダー会含む）

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

4回 - 4回 2回 3回 4回 4回 2回 4回 2回 29回

355人 - 175人 102人 176人 299人 345人 59人 133人 101人 1,745人

0回 - 0回 0回 8回 0回 0回 1回 0回 0回 9回

0人 - 0人 0人 439人 0人 0人 97人 0人 0人 536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

50件 - 61件 29件 85件 74件 115件 63件 20件 89件 586件

613冊 - 648冊 393冊 593冊 1,781冊 2,537冊 1,067冊 473冊 989冊 9,094冊

図書館見学

学校訪問

ごりまる

学校訪問

図書館紹介

パンフレット

『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2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.32～33を参照。

もう

よんだかな

セット

『もうよんだかな？』『てくてく』に掲載された本を利用して、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：小学校21校126セット、中学校1校3セット。

合計5160冊（＝40冊×129セット）。

団体貸出

ごりまる便

（団体貸出）

おめでとう

1ねんせい

町たんけん・職業インタビュー含む。

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。

団体貸出の本を、自動車文庫で小・中学校まで配達。52校　1794冊。

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.24を参照。

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 152人。

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。

【ボランティア関係研修】

参加人数

山田駅前・山田(分)

6回

62人

11/7
ブックスタートのひろばと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

回　数

名称

ブックスタートのひろばのためのお話ボランティアスキルアップ講座

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

ブックスタートのひろばと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

実施日

5/17

5/26～6/30

正置友子氏

10/19

講師、演者

職員

脇谷邦子氏，山本淳

子氏，岩出景子氏

中井英美氏
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【もうよんだかなセット（貸出冊数）】　

平成24年度より学期ごとに利用可能。図書館で配達・回収。（平成23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

学校名 学年 セット数 学校名 学年 セット数 学校名 学年 セット数

吹田第二小 1-6 6 吹田東小 1-6 6 千里第三小 1-6 12

千里第一小 1-5 7 千里第二小 1-6 12 豊津第二小 1-6 6

千里新田小 1-6 6 岸部第一小 1-6 6 南山田小 1-6 12

江坂大池小 1-6 6 山手小 1-6 6 西山田小 1-6 6

山田第二小 1-2 2 山田第一小 1-6 6 108

山田第五小 1-6 6 東山田小 4 1

古江台小 3 1 津雲台小 1-6 6

青山台小 1-6 6 千里丘北小 1-6 6

桃山台小 1 1 49

第一中 1-3 3

44

【研修等】 ※「BM」→自動車文庫　「千・佐」→千里山・佐井寺図書館　「(分)」→分室　

実施館 実施日 参加人数

中央 5/28 19人

中央 7/1 16人

千里 5/24 29人

江坂 9/9 14人

千・佐 5/10 27人

実施館 実施日 参加人数

中央 11/15 1人

中央 3/15 1人

千里 8/9 1人

千里 12/19 2人

千里丘 10/11 2人

山田駅前 5/9 3人

山田駅前 7/18 1人

山田駅前 10/4 1人

中央 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 計

小学校 1人 4人 3人 2人 3人 2人 3人 23人

中学校 0人 0人 1人 2人 0人 2人 0人 7人

中央 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

小学校 3校 4校 3校 2校 4校 5校 4校 2校 4校 31校

中学校 0校 1校 0校 0校 0校 0校 0校 0校 0校 1校

千里丘北小 蔵書管理・イベント紹介

対象 内容

出前講座　学校図書館を育てる市民の会 新刊紹介、絵本の読み聞かせ

出前講座　読書活動支援者学習会 配架や除籍について

山手小 ブッカ―かけ、資料登録

竹見台中 図書の修理・ブッカーかけ

吹田第二小 蔵書管理について

サポート

プログラム

対象 内容

出前講座　千里たけみ家庭教育学級 「子どもと読書について」

出前講座　読書活動支援者学習会 「図書の修理について」

出前講座　千里第三小学校読み聞かせボラン

ティア

講師派遣・

出前講座

「子どもを本好きにするには」

北山田小 蔵書管理・イベント紹介

津雲台小 蔵書点検について

佐竹台小 ブッカ―のかけかた

読書活動支援

者交流会

山田駅前・山田(分)

5人

2人

実施内容：各小中学校の読書活動支援者が地域の図書館へ来館。支援者同士の交流や図書館との連携。各館1回実施。

吹田市

教員研修

図書担当教員研修（教育センター）：平成29年度は千里たけみ小学校の読書活動支援者が講師。図書館から参加1名。

吹田市幼児教育研修会（保育幼稚園室）：図書館職員が講師。参加者46名。

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。

平成29年度は千里、さんくす、千・佐、千里丘で実施。小学校18校973冊、中学校8校184冊、幼稚園4園131冊、保育園

5園279冊、児童センター3か所200冊、学童1室35冊提供。

図書室訪問

実施内容：各小中学校の図書室を司書が訪問。図書担当教員や読書活動支援者との交流。

西山田小・津雲台小・山田第三小 図書の修理・ブッカーかけ

学研図書館部

会への参加
新刊紹介、ハンドブックについてほか。2回3人派遣。

小計

小計

小計
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16．YA（ヤング・アダルト）サービスの取組み
【読書推進】　 ※「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)

○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

【職場体験・ボランティア】 詳細はp.34～45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 4校 4校 4校 3校 7校 2校 35校

18人 - 24人 0人 20人 18人 33人 16人 36人 8人 173人

【講師派遣・出前講座】

【参加型企画】

吹田市立図書館ホームページ　子どものページ YA（12-18）のページ

ビブリオバトル

活動内容：テーマについておすすめの本を5分で紹介し、どの本が一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7/23にテーマ「チャレンジ」。

＊参加者　22人

出前講座
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43人

表紙イラスト＆カット募集 対象：2018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　18点

「吹田のYAが選ぶオスス

メの本」原稿募集

対象：2018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　51点

高校生インター

ンシップの受入

平成29年度受入れなし。

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

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　15点

YA

サポーター

中央：63人、10回（一日図書館員、ビブリオバトル含む） 山田駅前：6人、5回　千・佐：8人、4回　合計59人、19回

活動内容：窓口での貸出案内・返却、配架、読み聞かせ、ポップ作成、ブッカーかけ、修理、行事の補助など。

中央ではビブリオバトル、読書会、千・佐では英語絵本の読み聞かせなど実施。

YAコーナー
YA向け特設コーナーの詳細はp.46～50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おすすめ「18冊の本」および特集ページ。詳細はp.33を参照。

発行部数：4500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。

職業体験生の

受入
活動内容：窓口での貸出・返却、配架、読み聞かせ、ブッカーかけ、レファレンスなど。
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17．夏休み文庫「もうよんだかな？’17」「てくてく2017」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

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス／作 青山 南／訳 BL出版

おおどろぼうヌスート 高畠 じゅん子／作 高畠 純／絵 ほるぷ出版

おじゃまなクマのおいだしかた エリック・パインダー／さく ステファニー・グラエギン／え 岩崎書店

しあわせないぬになるには にんげんにはないしょだよ! ジョー・ウィリアムソン／作・絵 木坂 涼／訳 徳間書店

トルーシー・トルトルとトラ ヘレン・スティーヴンズ／作 ふしみ みさを／訳 BL出版

とんでもない 鈴木 のりたけ／作・絵 アリス館

ねこがおおきくなりすぎた ハンス・トラクスラー／作・絵 杉山 香織／訳 徳間書店

パパとママのつかいかた ピーター・ベントリー／ぶん サラ・オギルヴィー／え BL出版

ふたりはバレリーナ バーバラ・マクリントック／作 福本 友美子／訳 ほるぷ出版

みちくさしようよ! はた こうしろう・奥山 英治／作 はた こうしろう／絵 ほるぷ出版

G2=すこし本をよみはじめた人へ 

G2 書名 出版社

ウォーリーと16人のギャング リチャード・ケネディ／ぶん マーク・シーモント／え 大日本図書

海のなかのぞいた よしの ゆうすけ／さく 福音館書店

おうさまのくつ ヘレン・ビル／文 ルイス・スロボドキン／絵 瑞雲舎

おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし エイミー・デ・ラ・ヘイ／文 エミリー・サットン／絵 徳間書店

かようびのドレス ボニ・アッシュバーン／文 ジュリア・デーノス／絵 ほるぷ出版

キナコ いとう みく／作 青山 友美／絵 PHP研究所

300年まえから伝わるとびきりおいしいデザート エミリー・ジェンキンス／文 ソフィー・ブラッコール／絵 あすなろ書房

ツトムとでんしゃのカミサマ にしかわ おさむ／ぶん・え 小峰書店

トンチンさんはそばにいる さえぐさ ひろこ／作 ほりかわ りまこ／絵 童心社

とんでもプリンセスとドラゴン おわりのないぼうけん アンナ・ケンプ／作 サラ・オギルヴィー／絵 フレーベル館

はいくしょうてんがい 苅田 澄子／作 たごもり のりこ／絵 偕成社

ペットのきんぎょがおならをしたら…? マイケル・ローゼン／作 トニー・ロス／絵 徳間書店

ポンちゃんはお金もち たかどの ほうこ／さく・え こぐま社

りゅうおうさまのたからもの 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

G3=本がおもしろくなってきた人へ 

G3 書名 出版社

オバケ屋敷にお引っ越し 富安 陽子／作 たしろ ちさと／絵 ひさかたチャイルド

世界一の三人きょうだい グードルン・メプス／作 山西 ゲンイチ／絵 徳間書店

空飛ぶリスとひねくれ屋のフローラ ケイト・ディカミロ／作 K.G.キャンベル／絵 徳間書店

空にむかってともだち宣言 茂木 ちあき／作 ゆーち みえこ／絵 国土社

月は、ぼくの友だち ナタリー・バビット／作 こだま ともこ／訳 評論社

ときめき団地の夏祭り 宇佐美 牧子／作 小栗 麗加／画 くもん出版

ねこまつりのしょうたいじょう いとう みく／作 鈴木 まもる／絵 金の星社

ハルとカナ ひこ・田中／作 ヨシタケ シンスケ／絵 講談社

ぼくのなかのほんとう パトリシア・マクラクラン／作 たるいし まこ／絵 リーブル

干したから… 森枝 卓士／写真・文 フレーベル館

めいちゃんの500円玉 なかがわ ちひろ／作・絵 アリス館

リトル・ダンサー 田村 理江／作 君野 可代子／絵 国土社

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

クジラに救われた村 ニコラ・デイビス／文 もりうち すみこ／訳 さ・え・ら書房

ケンガイにっ! 髙森 美由紀／作 加藤 休ミ／絵 フレーベル館

戦火の三匹 ロンドン大脱出 ミーガン・リクス／作 尾高 薫／訳 徳間書店

旅のお供はしゃれこうべ 泉田 もと／作 岩崎書店

チポロ 菅野 雪虫／著 講談社

テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・ル・グイック=プリエト／著 坂田 雪子／訳 PHP研究所

駅鈴 久保田 香里／作 坂本 ヒメミ／画 くもん出版

ぼくが消えないうちに A.F.ハロルド／作 エミリー・グラヴェット／絵 ポプラ社

ぼくたちのリアル 戸森 しるこ／著 佐藤 真紀子／絵 講談社

魔女になりたい! ルース・サイムズ／作 はた こうしろう／絵 ポプラ社

レイさんといた夏 安田 夏菜／著 講談社

わたしたちの家は、ちょっとへんです 岡田 依世子／作 ウラモト ユウコ／絵 偕成社

G5=「てくてく」18冊の本

G5 書名 出版社

いい人ランキング 吉野 万理子／著 あすなろ書房

王宮のトラと闘技場のトラ リン・リード・バンクス／作 杉田 七重／訳 さ・え・ら書房

キミがくれた希望のかけら セアラ・ムーア・フィッツジェラルド／作 平澤 朋子／絵 フレーベル館

Q→A 草野 たき／著 講談社

霧のなかの白い犬 アン・ブース／著 橋 賢亀／絵 あかね書房

金魚たちの放課後 河合 二湖／著 小学館

金メダルのケーキ 中島 久枝／著 光文社

小やぎのかんむり 市川 朔久子／著 講談社

さくら坂 千葉 朋代／作 小峰書店

車夫 いとう みく／作 小峰書店

世界を7で数えたら ホリー・ゴールドバーグ・スローン／作 三辺 律子／訳 小学館

てんからどどん 魚住 直子／作 けーしん／絵 ポプラ社

フェラルズ 1 カラスまつろう少年 ジェイコブ・グレイ／著 岡田 好惠／訳 講談社

フラダン 古内 一絵／作 小峰書店

ペーパーボーイ ヴィンス・ヴォーター／作 原田 勝／訳 岩波書店

モンスーンの贈りもの ミタリ・パーキンス／作 永瀬 比奈／訳 鈴木出版

夜間中学へようこそ 山本 悦子／作 岩崎書店

わたしがここにいる理由 片川 優子／作 岩崎書店
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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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