
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】

109名

13名

実施館 中央 千里 さんくす 江坂  千・佐 千里丘  山田駅前 合計 62名

回数 0 237 117 46 217 0 130 747 14名

※「千・佐」→千里山・佐井寺図書館。回数は職員実施分を含みます。 52名

【録音図書貸出事業】 ※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。　

13タイトル 1,190名

他館へ 他館へ 0タイトル 30名

1,727 (0) 2,127 55 (0) 86 3名

小計 小計 24名

3,995 3名

【録音図書製作事業】

【点訳図書事業】※貸出タイトル数は逐次刊行物を含みます。　

実利用者数

【墨字図書郵送貸出事業】 【音声デイジー再生機貸出】 【図書館体験ツアー】

開催館 回数 参加者数

中央 1回 16名

千・佐 2回 34名

【ボランティア関係研修】

回数 延人数

11 116

10 116

1 29

3 91

1 3

10 70

8 79

1 5

8 53

1 12

1 21

2/13 デイジー図書製作編集マニュアル改訂検討会

3/11 音訳ボランティア交流会

12/7 読書サポートのステップアップ講座

（主催：「公共図書館における知的障

害者のための合理的配慮のあり方に関

する研究」研究委員会）

1/16～3/20 音訳・対面朗読スキルアップ講習会 林曠子氏

11/3～1/19 点訳ボランティア養成中級講座 近藤由佳里氏

11/26～12/17 デイジー図書製作・編集・使い方講座 小林妙子氏

10/6～10/27 知的障害者支援のための読書サポート講座

（主催：「公共図書館における知的障

害者のための合理的配慮のあり方に関

する研究」研究委員会）

11/16 「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）

6/14～8/16 音訳・対面朗読ボランティア養成中級講座 日本ライトハウス情報文化センター

7/24 吹田声のグループ虹との懇談会

実施日 名称 講師、演者

5/30～8/29 音訳・対面朗読ボランティア養成初級講座 職員，音訳ボランティア，内海道子氏

登録者数 延利用者数 貸出冊数 実利用者数 貸出回数

25名 110名 226冊 6名 18回

所蔵タイトル数 年間製作タイトル数 貸出タイトル数 延利用者数 75名

293タイトル 20タイトル 89タイトル 3名

除籍数（劣化・破損等） 0タイトル 0タイトル

年間製作タイトル数 108タイトル 5タイトル テープ図書 2タイトル

所蔵タイトル数 1,140タイトル 2,677タイトル デイジー図書 3タイトル

総貸出数（タイトル数） うち重複利用者数

デイジー図書 テープ図書 逐次刊行物の製作

うちテープ図書利用者数

3,854 141 うちデイジー図書利用者数

登録者数・視覚障がい者
計 122名

登録者数・肢体不自由者等

【対面朗読事業】　　　

登録者数

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

実利用者数

協力ボランティア数

 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 シネマデイジー 延利用者数
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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
68冊 11冊 86冊 19冊 44冊 102冊 36冊 48冊 51冊 26冊 491冊

がたんごとん

がたんごとん
95冊 9冊 101冊 39冊 60冊 105冊 65冊 69冊 55冊 39冊 637冊

きゅっ　きゅっ

きゅっ
84冊 7冊 98冊 33冊 58冊 113冊 50冊 76冊 55冊 38冊 612冊

じゃあじゃあ

びりびり
79冊 9冊 103冊 36冊 38冊 123冊 34冊 96冊 58冊 40冊 616冊

りんご 37冊 5冊 45冊 27冊 17冊 45冊 34冊 32冊 26冊 11冊 279冊

合　　　計 363冊 41冊 433冊 154冊 217冊 488冊 219冊 321冊 245冊 154冊 2,635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 0園 2園 1園 1園 1園 17園

絵本配付数 3冊 - 0冊 2冊 6冊 0冊 0冊 1冊 0冊 0冊 12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】 【「あかちゃんひろば」での絵本配付数】

中央：保健センター 12回 13冊 4回 12冊

千里：南千里分館 12回 7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 144回 - 144回 72回 144回 144回 144回 144回 144回 144回 1,224回

参加人数 1,286人 - 1,556人 344人 1,101人 3,368人 1,531人 1,752人 1,083人 776人 12,797人

※0・1歳の乳幼児と保護者対象の読み聞かせ。

※のびのび子育てプラザ主催「あかちゃんひろば」で

　ブックスタート絵本配付。

「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）

山田駅前

「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）

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。

1,224回 12,797人2,635冊 3,292人 80％

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
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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 45回 - 49回 24回 46回 70回 47回 23回 45回 24回 373回

参加人数 414人 - 374人 80人 221人 596人 579人 211人 371人 59人 2,905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 72人 - 68人 34人 46人 66人 68人 20人 93人 18人 485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 12人

※保育士による講義と育児相談。（平成29年度から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 2/20 62

千里 8/29 47

千里 2/14 23

北千里 6/12 38

さんくす 9/8 13

江坂 5/19 121

江坂 9/10 13

千・佐 12/12 120

千・佐
11/19

～21
110

山田(分) 11/20 35

講師派遣・

出前講座

9か月から1歳 2・3歳

10回 10回

122人

親子で絵本とわらべうた

講師派遣　原町児童センター 「パパぴよ」

出前講座　社会福祉法人こばと会南保育園 おひざで絵本

出前講座　古江台地区福祉委員会

おひざで絵本出前講座　社会福祉法人こばと会南保育園

おひざで絵本

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

58人

対象 内容

出前講座　片山地区福祉委員会

「親子で絵本を楽しもう～絵本の魅力っ

て？！～」
講師派遣　竹見台児童センター

地域クリスマス会講師派遣　千里山保育園

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　千里第二幼稚園子育て支援教室
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回数 延人数

1 49

6 170

1 49

1 39

【「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

10回 - 7回 2回 4回 1回 2回 9回 41回

112人 - 56人 9人 28人 12人 15人 70人 371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 0回 1回 3回 2回 4回 2回 3回 23回

358人 - 260人 0人 40人 113人 171人 156人 111人 140人 1,349人

0回 - 0回 1回 8回 0回 0回 0回 0回 0回 9回

0人 - 0人 39人 495人 0人 0人 0人 0人 0人 534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

65件 - 36件 55件 124件 126件 112件 48件 105件 85件 756件

888冊 - 335冊 731冊 1,094冊 2,263冊 2,661冊 1,050冊 1,388冊 1,218冊 11,628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24校153セット、中学校利用なし。合

計6120冊（＝40冊×153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。66校　2374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・認定こ

ども園・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。 平成30年度は利用なし。

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

69人

12/20 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のためのお話ボランティアスキルアップ講座

実施日

5/30

10/23～11/27

岩本憲子氏

1/23

講師、演者

職員

脇谷邦子氏，山本淳

子氏，岩出景子氏

上田由美子氏
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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

吹田第一小 1-6 6 吹田第二小 1-6 6 吹田南小 4,6 2

千里第一小 1-6 6 吹田東小 1-6 6 千里第二小 1-6 12

岸部第二小 1-4,6 5 千里第三小 1-6 12 岸部第一小 1-6 6

山田第五小 1-6 6 山田第一小 1-6 6 豊津第一小 1-6 12

高野台小 1-6 6 南山田小　 1-3,5,6 5 豊津第二小 1-6 6

藤白台小 1-6 7 佐竹台小 1-6 9 江坂大池小 1-3,6 4

青山台小 1-6 6 古江台小 1-6 6 西山田小 1-6 6

千里たけみ小 2 1 千里丘北小 1-6 6 津雲台小　 1-6 6

43 56 54

【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 5/26 15人

中央 11/11 16人

千・佐 5/2 26人

実施館 実施日 参加人数

中央 10/29 25人

中央 11/21 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 3人 2人 1人 5人 4人 2人 3人 28人

中学校 1人 1人 1人 0人 0人 3人 2人 9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 7校 4校 5校 4校 2校 4校 36校

中学校 0校 0校 0校 0校 2校 3校 1校 1校 0校 7校

サポート

プログラム

対象 内容

出前講座　千里第三小学校PTA図書ボラン

ティア

講師派遣・

出前講座

「子どもを本好きにするには」

出前講座　読書活動支援者学習会 分類について

吹田第二小 ブックトークについて

片山小 蔵書管理について

小計 小計

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

小計

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。

読書活動支援

者交流会

山田駅前・山田(分)

8人

1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1～2回実施。

学研図書館部

会への参加
新刊紹介。1回2人派遣。

吹田市

教員研修

図書担当教員研修（教育センター）：学研図書館部会担当教員と図書館職員が講師。　8/23参加者2名。　3/27参加者3

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30年度は中央、千・佐で実施。小学校18校1590冊、中学校6校152冊、幼稚園1園82冊、保育園1園41冊、児童セン

ター2か所96冊、学童9室609冊提供。
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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

8校 - 7校 0校 7校 5校 4校 3校 6校 2校 42校

29人 - 28人 0人 27人 20人 32人 14人 26人 8人 184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7/22にテーマ「教科書に載ってい

たらやる気が出る本」。＊参加者　19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25人

対象：吹田市内に在住か通学・通勤している中学生～18歳。

＊編集委員5人　平成30年11月～平成31年2月まで活動。

編集委員がおすすめする本を持ち寄り、紹介文の執筆、レイアウト等を決め、『てくてく』特集ページを作

成。

2019年度版『てくてく』

の特集ページの編集委員

を募集

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　59点

YA

サポーター

中央：30人、4回（ビブリオバトル含む） 山田駅前：32人、12回　合計62人、16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、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：窓口での返却、配架、読み聞かせ、ブッカーかけ、レファレンスなど。

高校生インター

ンシップの受入

平成30年度　箕面東高校　1人、4回

活動内容：窓口での返却、配架、読み聞かせ、特設コーナー作り、ポップ作成、ブッカーかけ、修理など。
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17.夏休み文庫「もうよんだかな？’18」「てくてく2018」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

いいにおいのおならをうるおとこ ジル・ビズエルヌ／文 ブルーノ・エッツ／絵 ロクリン社

いえすみねずみ ジョン・バーニンガム／作 BL出版

おさるのこうすけ 武田 美穂／作・絵 童心社

きれいずき エミリー・グラヴェット／さく フレーベル館

クマですが、イヌです ダイアン・フォックス／作 クリスチャン・フォックス／作 光村教育図書

このあいだになにがあった? 佐藤 雅彦／作 ユーフラテス／作 福音館書店

こわい、こわい、こわい? ラフィク・シャミ／文 カトリーン・シェーラー／絵 西村書店

つかまるわけないだろ! ティモシー・ナップマン／文 シモーナ・チラオロ／絵 徳間書店

ノボルくんとフラミンゴのつえ 昼田 弥子／作 高畠 純／絵 童心社

ヒルダさんと3びきのこざる クェンティン・ブレイク／文 エマ・チチェスター・クラーク／絵 徳間書店

ヤモップさん、ぴたっとかいけつ! 松山 円香／作 あかね書房

ようかいりょうりばんづけ 澤野 秋文／作 佼成出版社

G2=すこし本をよみはじめた人へ 

G2 書名 出版社

イードのおくりもの ファウズィア・ギラニ・ウィリアムズ／文 プロイティ・ロイ／絵 光村教育図書

うみのとしょかん 葦原 かも／作 森田 みちよ／絵 講談社

エルマーとブルーベリーパイ ジェーン・セアー／さく シーモア・フレイシュマン／え ほるぷ出版

おしろのばん人とガレスピー ベンジャミン・エルキン／ぶん ジェームズ・ドーハーティ／え 大日本図書

きらきらシャワー 西村 友里／作 岡田 千晶／絵 PHP研究所

この本をかくして マーガレット・ワイルド／文 フレヤ・ブラックウッド／絵 岩崎書店

すごいね!みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー／文 西村書店

たんけんクラブ シークレット・スリー ミルドレッド・マイリック／ぶん アーノルド・ローベル／え 大日本図書

ちびおにビッキ 砂山 恵美子／作・絵 こぐま社

人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし マイケル・ボンド／文 エミリー・サットン／絵 徳間書店

バクのバンバン、町にきた ポリー・フェイバー／作 クララ・ヴリアミー／絵 徳間書店

ぼく、ちきゅうかんさつたい 松本 聰美／作 ひがし ちから／絵 出版ワークス

G3=本がおもしろくなってきた人へ 

G3 書名 出版社

アームストロング トーベン・クールマン／作 ブロンズ新社

アルバートさんと赤ちゃんアザラシ ジュディス・カー／作・絵 徳間書店

くじらじゃくし 安田 夏菜／作 中西 らつ子／絵 講談社

靴屋のタスケさん 角野 栄子／作 森 環／絵 偕成社

ジョージと秘密のメリッサ アレックス・ジーノ／作 偕成社

拝啓、お母さん 佐和 みずえ／作 かんべ あやこ／絵 フレーベル館

人と出会う場所 小松 義夫／写真・文 アリス館

ふたりのカミサウルス 平田 昌広／作 黒須 高嶺／絵 あかね書房

ふたりユースケ 三田村 信行／作 大沢 幸子／絵 理論社

ぼくらは鉄道に乗って 三輪 裕子／作 佐藤 真紀子／絵 小峰書店

四年ザシキワラシ組 こうだ ゆうこ／作 田中 六大／絵 学研

4年2組がやってきた 野村 一秋／作 ささき みお／絵 くもん出版
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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

オレさすらいの転校生 吉野 万理子／著 理論社

香菜とななつの秘密 福田 隆浩／著 講談社

紅のトキの空 ジル・ルイス／作 評論社

骨董通りの幽霊省 アレックス・シアラー／著 竹書房

十一月のマーブル 戸森 しるこ／著 講談社

タイガー・ボーイ ミタリ・パーキンス／作 ジェイミー・ホーガン／絵 鈴木出版

夏空に、かんたーた 和泉 智／作 高田 桂／絵 ポプラ社

化けて貸します!レンタルショップ八文字屋 泉田 もと／作 岩崎書店

はっけよい!雷電 吉橋 通夫／著 講談社

奮闘するたすく まはら 三桃／著 講談社

まっしょうめん! あさだ りん／作 新井 陽次郎／絵 偕成社

わたしの苦手なあの子 朝比奈 蓉子／作 酒井 以／絵 ポプラ社

G5=「てくてく」18冊の本

G5 書名 出版社

青の王 廣嶋 玲子／著 東京創元社

明日のひこうき雲 八束 澄子／著 ポプラ社

ウィッシュガール ニッキー・ロフティン／著 作品社

オオカミを森へ キャサリン・ランデル／作 小峰書店

カーネーション いとう みく／作 酒井 駒子／画 くもん出版

がっかり行進曲 中島 たい子／著 筑摩書房

君はレフティ 額賀 澪／著 小学館

九時の月 デボラ・エリス／作 さ・え・ら書房

こんとんじいちゃんの裏庭 村上 しいこ／作 小学館

スピニー通りの秘密の絵 L.M.フィッツジェラルド／著 あすなろ書房

100時間の夜 アンナ・ウォルツ／作 フレーベル館

ファニー13歳の指揮官 ファニー・ベン=アミ／著 ガリラ・ロンフェデル・アミット／編 岩波書店

ぼくのとなりにきみ 小嶋 陽太郎／著 ポプラ社

ぼくはO・C・ダニエル ウェスリー・キング／作 鈴木出版

僕は上手にしゃべれない 椎野 直弥／著 ポプラ社

魔法の箱 ポール・グリフィン／作 WAVE出版

ラブリィ! 吉田 桃子／著 講談社

理科準備室のヴィーナス 戸森 しるこ／著 講談社
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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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