
12．障がい者サービスの取組み ＊単位がない項目はすべてタイトル数。

【障がい者サービス登録者数】

112名

13名

125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 64名

回数(回) 0 280 161 25 156 0 98 720 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。 56名

【録音図書貸出事業】 ※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。　

1,144名

他館へ 他館へ 27名

121 (0) 44 1,712 (5) 1,546 6名

小計 小計 10 3 24名

3,423 3名

【録音図書製作事業】 【点訳図書事業】※数値は逐次刊行物を含みます。　

320 24名

27 実利用者数 7名

102

39件

1,403回

【墨字図書郵送貸出事業】 【音声デイジー再生機貸出】

27名 8名

110名 14回

199冊

【各種事業】

江坂 千・佐

4回 1回

157名 13名

【ボランティア関係研修】

回数(回) 延人数

11 99名

1 25名

10 141名

1 4名

10 74名

8 32名

*2 26名

**5 37名

1 14名

※新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休館のため、*印は全3回を2回で、**印は全8回を5回で終了。　

バリアフリー

映画上映会
さわる絵本展

千・佐 山田駅前千里

1回

貸出回数

335名

事業名 図書館体験ツアー
さわる絵本の

読みきかせ

えほんのじかん

ユニバーサル

ふうちゃんの

てのひらえほん

貸出冊数

開催館

回数

参加者数

延利用者数

1回 1回1回

江坂

総貸出数 うち重複利用者数

音訳ボランティア交流会

林曠子氏

（主催：日本図書館協会）

近藤由佳里氏

小林妙子氏

小西萬知子氏

「障害者サービス担当職員向け講座」実習受入

点訳ボランティア養成上級講座

デイジー製作講座

さわる絵本講習会

3

千里

1回

18名 21名24名 33名

実利用者数

音訳・対面朗読スキルアップ講習会

市内登録者市内登録者 実利用者数

1/30～2/6

名称

音訳・対面朗読ボランティア養成初級講座

吹田声のグループ虹との懇談会

音訳・対面朗読ボランティア養成中級講座

講師、演者

職員，音訳ボランティア，内海道子氏

日本ライトハウス情報文化センター

延利用者数

4

年間製作数

除籍数（劣化・破損等） サピエ図書館

ダウンロード数

1,183件

登録者数・視覚障がい者

合計

【対面朗読事業】　　　

うちテープ図書利用者数

音声デイジー図書
シネマ

デイジー

マルチ

メディア

デイジー

登録者数

サピエ図書館

ダウンロード数

所蔵数

所蔵数

実利用者数

協力ボランティア数

テープ図書 延利用者数

23,205回

貸出数

3,258165 うちデイジー図書利用者数

2/10

1/15～2/19

登録者数・肢体不自由者等

登録者数

7/23

実施日

5/29～8/21

10/10

9/5～11/7

11/2～1/25

11/18～1/20

1,2432,681

年間製作数 103

00

デイジー図書テープ図書

逐次刊行物 2

- 23 -
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13．子育て支援サービスの取組み

13.1　0-1歳向けサービス
【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】

3,000冊 2,949冊 2,604冊 2,635冊 2,293冊

3,512人 3,464人 3,231人 3,292人 3,006人

85.4% 85.1% 81.0% 80.0% 76.2%

回数 1,203回 1,221回 1,221回 1,224回 1,071回

参加者 15,748人 16,161人 14,026人 12,797人 10,081人

【ブックスタート配付絵本一覧と配付冊数】

【ブックスタート 館別配付状況】 ※「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

169冊 42冊 356冊 128冊 234冊 523冊 264冊 237冊 218冊 122冊 2,293冊

※中央図書館は総合福祉会館1階に開設の臨時窓口で配付。

【「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 1冊 - 0冊 3冊 11冊 0冊 1冊 1冊 0冊 1冊 18冊

※市立保育園（旧市立保育園含む）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 10回 16冊 5回 7冊

千里：南千里分館 10回 4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 126回 - 123回 66回 126回 126回 126回 126回 129回 123回 1,071回

参加人数 729人 - 1,173人 394人 931人 3,076人 1,254人 1,148人 746人 630人 10,081人

※0・1歳の乳幼児と保護者対象の読み聞かせ。

※中央図書館の「ブックスタートのひろば」は総合福祉会館2階和室で実施。

「きゅっきゅっきゅっ」林 明子/さく（福音館書店）550冊

「いないいないばあ」松谷 みよ子/文，瀬川 康男/え（童心社）457冊 「じゃあじゃあびりびり」まつい のりこ/作・絵（偕成社）496冊
「がたんごとんがたんごとん」安西 水丸/さく（福音館書店）547冊 「りんご」松野 正子/ぶん，鎌田 暢子/え（童心社）243冊

山田駅前

※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。※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。

配布率 -4.8 -10.8

ブックスタートのひろば
-12.5 -11.0

-21.2 -36.0

配布冊数 -13.0 -23.6

対象者 -8.7 -14.4

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、図書館の臨時休館期間（3/6
　～3/31）はブックスタート絵本配付を中止。行事・講座は2/20～3/31
　まで中止。

区　分
H27年度
（2015）

H28年度
（2016）

H29年度
（2017）

H30年度
（2018）

R元年度
（2019）

前年度比
（増減率）

％

H27年度比
（増減率）

％
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13.2　2-3歳向けサービス
【「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 42回 - 42回 21回 41回 64回 39回 21回 36回 22回 328回

参加人数 161人 - 314人 59人 149人 736人 316人 223人 260人 128人 2,346人

※2・3歳の幼児と保護者対象の読み聞かせ。

H27年度
（2015）

H28年度
（2016）

H29年度
（2017）

H30年度
（2018）

R元年度
（2019）

前年度比
H27

年度比

回数 431回 441回 382回 373回 328回 -12.1 -23.9

参加者 3,678人 3,810人 3,640人 2,905人 2,346人 -19.2 -36.2

13.3　保護者向けサービス
【「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 0回 - 3回 3回 3回 6回 6回 3回 6回 3回 33回

参加人数 0人 - 20人 24人 16人 64人 42人 12人 54人 16人 248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　※休館中のため休止

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 8人

※保健師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 2/19 58人

北千里 5/14 14人

北千里 11/26 17人

さんくす 9/10 32人

さんくす 10/21 19人

江坂 1/17 26人

千・佐 6/22 51人

千・佐 10/25 6人

千・佐 12/11 118人

駅前 9/13 13人

山田(分) 6/1 98人

山田(分) 11/19 28人おしえて司書さん

おひざで絵本

講師派遣　千里山保育園 地域クリスマス会

講師派遣　のびのび子育てプラザ 子育て講座

講師派遣　山田第三保育園 親子で絵本を楽しもう

第11回ちびっこワンツースリーニュー広場

内容

出前講座　片山地区福祉委員会 おひざで絵本

出前講座　社会福祉法人耕心会藤白台保育
園

親子で絵本とわらべうた

出前講座　社会福祉法人耕心会藤白台保育
園

親子で絵本とわらべうた

絵本をたのしもう

出前講座　吹田保育園 親子で絵本とわらべうた

出前講座　稲荷学園まこと幼稚園
絵本のじかん
子どもを本好きにするには

- -

- -

講師派遣・
出前講座

対象

講師派遣　寿町児童センター

講師派遣　千里山竹園児童センター

講師派遣　山田西児童センター

講師派遣　千里山保育園

9か月から1歳 2・3歳

（増減率）％

区　分

おひざで絵本
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回数 延人数

1 56人

6 147人

1 42人

1 46人

- -

【「交流会」等館別実施状況】

中央 BM 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 計

11回 - 5回 1回 2回 0回 1回 9回 34回

172人 - 32人 3人 13人 0人 12人 99人 391人

※りんごの木、こぐま他ボランティア交流会等。（中央は全体会・リーダー会含む）

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

0回 - 0回 0回 4回 2回 1回 3回 3回 2回 15回

0人 - 0人 0人 227人 50人 24人 76人 120人 93人 590人

0回 - 0回 0回 7回 0回 0回 0回 0回 0回 7回

0人 - 0人 0人 507人 0人 0人 0人 0人 0人 507人

【職場体験・ボランティア】 詳細はp.31～42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

0校 - 5校 0校 5校 4校 4校 4校 7校 5校 34校

0人 - 20人 0人 19人 18人 32人 16人 38人 20人 163人

図書館見学

学校訪問

ごりまる
学校訪問

高校生イン
ターンシップ

の受入

職業体験生の
受入

図書館内を見学、図書館の利用案内や読み聞かせなども行う。町たんけん・職業インタビュー含む。

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。 令和元年度は利用なし。

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。

令和元年度は受入なし。

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。

13.4　ボランティア関係

参加人数

山田駅前・山田(分)

5回

60人

3/4
※中止

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」と「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

5/29

9/27～12/6

【研修】

中井英美氏

2/19

講師、演者

保健師

脇谷邦子氏，山本淳
子氏，岩出景子氏

山本淳子氏

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10/16 職員
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【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

34件 - 37件 69件 120件 93件 140件 41件 90件 94件 718件

623冊 - 542冊 1,046冊 1,472冊 1,414冊 2,319冊 598冊 1,240冊 987冊 10,241冊

【もうよんだかなセット（貸出冊数）】　
一学期 二学期 三学期

学校名 学年 貸出冊数 学校名 学年 貸出冊数 学校名 学年 貸出冊数

吹田第二小 1-6 240 千里第二小 1-6 480 東佐井寺小 1-6 240

吹田東小 1-6 240 岸部第一小 1-6 240 豊津第二小 1-6 240

岸部第二小 1-5 200 豊津第一小 1-6 480 山田第一小 1-6 240

山田第五小 1-6 240 山手小 1-6 240 南山田小 1-6 320

津雲台小 1-6 240 東山田小 1,2 160 西山田小 1-6 240

藤白台小 1-6 280 古江台小 1-6 240 千里丘北小 1-6 320

青山台小 1-6 240 1,840 1,600

千里たけみ小 2,4,6 120

1,800

【研修等】

実施館 実施日 参加人数

江坂 7/4 2人

中央 千里 北千里(分) さんくす 江坂 千・佐 千里丘 計

小学校 2人 3人 2人 4人 3人 2人 3人 23人

中学校 1人 1人 1人 2人 0人 3人 0人 10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 1校 0校 1校 0校 2校 3校 1校 1校 0校 9校

児童書のリサイ
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。
令和元年度は千里、江坂、さんくす、駅前、千里丘で実施。小学校26校2538冊、中学校6校168冊、幼稚園6園236
冊、保育園2園55冊、児童会館・児童センター3か所118冊、学童4室172冊提供。

豊津第二小学校、吹田南小学校 読み聞かせ・ブックトークについて

吹田市保育所等職員研修（保育幼稚園室）：図書館職員が講師。参加者195名。

対象 内容

新刊紹介。1回2人派遣。

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。

山田駅前・山田(分)

4人

小計 小計

小計

吹田市
教員研修

サポート
プログラム

学研図書館部会
への参加

図書室訪問

読書活動支援者
交流会 2人

団体貸出
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.21を参照。

ごりまる便
（団体貸出）

団体貸出の本を、自動車文庫で小・中学校まで配達。55校　1992冊。

おめでとう
1ねんせい

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。

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.29～30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。平成24年度から学期ごとに利用可能。図書館で配達・回
収。
利用合計：小学校20校131セット、中学校利用なし。合計5240冊（＝40冊×131セット）。

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。
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【学校等への出前講座、講師派遣実施状況】 ※「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 13人

中央 8/15 8人

さんくす 5/7 14人

さんくす 6/27 10人

江坂 6/21 7人

千・佐 5/15 40人

千・佐 8/27 5人

山駅 6/15 24人

15．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)

○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

【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

出前講座　千里第三小学校PTA図書ボラン
ティア

子どもを本好きにするには

出前講座　グループあめんぼ

出前講座　学習支援教室
＊中学生対象

出前講座　学習支援教室
＊中学生対象

図書館使いこなし講座

図書館使いこなし講座

ビブリオバトル 実施なし

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　20点

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8人　令和元年11月～令和2年3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。

2020年度版『てくてく』
の特集ページの編集委員

を募集

活動内容：書架整理、読み聞かせ、ポップ作成、行事の補助など。

山田駅前：説明会3回　10人、活動日20回　42人
YAサポーター

『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.30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。

図書紹介
パンフレット
発行・配布

YA向け特設コーナーの詳細はp.43～47を参照。
YAコーナー
設置状況

出前講座　学校図書館を育てる市民の会
図書館使いこなし講座
（新刊紹介、絵本の読み聞かせ）

こんな本が読まれています

講師派遣　吹田市立博物館
＊就学前から小学生親子対象

本をひらく・本がひらく

講師派遣　大阪府立吹田高等学校
＊保育園や幼稚園に実習に行く3年生対象

対象 内容

出前講座　大阪府立千里高等学校PTA図書
館ボランティア

講師派遣・
出前講座

読み聞かせについて

図書館使いこなし講座（図書の配架方法や
装備方法についての説明と実習）
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16.夏休み文庫「もうよんだかな？’19」「てくてく2019」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

おかしなめんどり 林 なつこ/作・絵 鈴木出版

おちゃかいのおやくそく エイミー・ダイクマン/文 K.G.キャンベル/絵 光村教育図書

おにいちゃんさんかんび くすのき しげのり/作 大島 妙子/絵 光村教育図書

くらやみのゾウ　ペルシャのふるい詩から ミナ・ジャバアービン/再話 ユージン・イェルチン/絵 評論社

だいすきライオンさん ジム・ヘルモア/文 リチャード・ジョーンズ/絵 フレーベル館

チトくんとにぎやかないちば アティヌーケ/文 アンジェラ・ブルックスバンク/絵 徳間書店

ねこはまいにちいそがしい ジョー・ウィリアムソン/作・絵 徳間書店

ネルはいぬのめいたんてい ジュリア・ドナルドソン/ぶん サラ・オギルヴィー/え BL出版

はなびのひ たしろ ちさと/作・絵 佼成出版社

フランクリンの空とぶ本やさん ジェン・キャンベル/ぶん ケイティ・ハーネット/え BL出版

G2=すこし本をよみはじめた人へ　

G2 書名 出版社

アザハタ王と海底城 高久 至/しゃしん かんちく たかこ/ぶん アリス館

あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉 幸子/作 そが まい/絵 小学館

王さまになった羊飼い　チベットの昔話 松瀬 七織/再話 イ ヨンギョン/絵 福音館書店

きっちり・しとーるさん おの りえん/作・絵 こぐま社

きのうをみつけたい！ アリソン・ジェイ/作・絵 徳間書店

こだぬきコロッケ ななもり さちこ/作 こば ようこ/絵 こぐま社

このねこ、うちのねこ！ ヴァージニア・カール/作・絵 徳間書店

たんじょう会はきょうりゅうをよんで 如月 かずさ/作 石井 聖岳/絵 講談社

ねこの商売 林原 玉枝/文 二俣 英五郎/絵 福音館書店

ネルソンせんせいがきえちゃった！ ハリー・アラード/文 ジェイムズ・マーシャル/絵 朔北社

ぼうけんはバスにのって いとう みく/作 山田 花菜/絵 金の星社

魔女ののろいアメ 草野 あきこ/作 ひがし ちから/絵 PHP研究所

もぐらはすごい アヤ井 アキコ/著 アリス館

四人のヤッコ 西内 ミナミ/作 はた こうしろう/絵 鈴木出版

G3=本がおもしろくなってきた人へ　

G3 書名 出版社

あさって町のフミオくん 昼田 弥子/作 高畠 那生/絵 ブロンズ新社

おじいちゃんとおかしな家 西 美音/作 石川 えりこ/絵 フレーベル館

おなべの妖精一家　1  ワロンの料理をめしあがれ！ 福田 隆浩/作 サトウ ユカ/絵 講談社

消えた時間割 西村 友里/作 大庭 賢哉/絵 学研

口ひげが世界をすくう？！ ザラ・ミヒャエラ・オルロフスキー/作 ミヒャエル・ローハー/絵 岩波書店

こだわっていこう 村上 しいこ/作 陣崎 草子/絵 学研

シロクマが家にやってきた！ マリア・ファラー/作 ダニエル・リエリー/絵 あかね書房

図書館にいたユニコーン マイケル・モーパーゴ/作 ゲーリー・ブライズ/絵 徳間書店

ぼくのドラゴン おの りえん/作 森 環/絵 理論社

ほっとい亭のフクミミちゃん　ただいま神さま修業中 伊藤 充子/作 高谷 まちこ/絵 偕成社

マネキンさんがきた 村中 李衣/作 武田 美穂/絵 BL出版

魔法学校へようこそ さとう まきこ/作 高橋 由為子/絵 偕成社

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

明日のランチはきみと サラ・ウィークス/作 ギーター・ヴァラダラージャン/作 フレーベル館

いいたいことがあります！ 魚住 直子/著 西村 ツチカ/絵 偕成社

大坂オナラ草紙 谷口 雅美/著 イシヤマ アズサ/画 講談社

カーネーション・デイ ジョン・デヴィッド・アンダーソン/著 ほるぷ出版

ガラスの梨　ちいやんの戦争 越水 利江子/作 牧野 千穂/絵 ポプラ社

四重奏デイズ 横田 明子/作 岩崎書店

となりの火星人 工藤 純子/著 講談社

ピアノをきかせて 小俣 麦穂/著 講談社

ペーパープレーン スティーブ・ワーランド/作 小峰書店

ぼくたち負け組クラブ アンドリュー・クレメンツ/著 講談社

もう逃げない！ 朝比奈 蓉子/作 こより/絵 PHP研究所

レモンの図書室 ジョー・コットリル/作 小学館

G5=「てくてく」18冊の本

G5 書名 出版社

ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい/著 偕成社

エヴリデイ デイヴィッド・レヴィサン/作 小峰書店

奏のフォルテ 黒川 裕子/著 講談社

君だけのシネマ 高田 由紀子/作 pon‐marsh/絵 PHP研究所

給食アンサンブル 如月 かずさ/著 光村図書出版

疾風の女子マネ！ まはら 三桃/著 小学館

その景色をさがして 中山 聖子/著 PHP研究所

泥 ルイス・サッカー/作 小学館

南西の風やや強く 吉野 万理子/著 あすなろ書房

ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン/著 あすなろ書房

ビューティフル・ネーム 北森 ちえ/著 国土社

フローラ エミリー・バー/作 小学館

ぼくたちのP にしがき ようこ/作 小学館

もってけ屋敷と僕の読書日記 三川 みり/著 新潮社

リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつ あやこ/著 講談社

列車はこの闇をぬけて ディルク・ラインハルト/作 徳間書店

わたしが少女型ロボットだったころ 石川 宏千花/著 偕成社

笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート/著 あすなろ書房

「
て
く
て
く
」
1
8
冊
の
本

著者等

著者等
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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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