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本と人と出会い、
まちに出よう！

まちライブラリー OSAKA BOOK FESTA+ 2015は、
民間図書館 “まちライブラリー”、公共図書館や大学図書館、
書店、ショップなど大阪とその周辺に点在するブックスポットを巡り、
本を介して人と人との出会いを生み出す新しいタイプの地域イベントです。
ブックスポットでは、トークやワークショップなど様々なアクティビティが開催され、
参加者が推薦した本を紹介するコーナーなどもあります。
さあ、本を持ってまちに出よう！
思いもよらない本と人との出会いが、大阪の街であなたを待っています。

　  のイベントでは、テーマに応じた本を持ち寄りイベントに参加します。
本の紹介をきっかけに参加者との交流が深まります。（図書館や書店では、それぞれのスポットにある本を用います）
持ち寄った本は、メッセージをつけてブックスポットに寄贈します。（図書館や書店を除く）

まちライブラリー
OSAKA BOOK FESTA+ 2015
開催概要

ISまちライブラリーの仲間たち

主　催｜ まちライブラリー
  OSAKA BOOK FESTA+2015実行委員会
委員長｜ 橋爪紳也
  （大阪府立大学観光産業戦略研究所所長・同大学院教授）

委　員｜ 中川和彦（スタンダードブックストア社長）
同　上｜ 服部滋樹（graf 代表）
同　上｜ 服部利幸（立命館大学教授）
同　上｜ 大柴信吾（東急不動産株式会社課長）
同　上｜ 今井良彦（大阪府立大学理事）
同　上｜ 礒井純充（まちライブラリー提唱者、森記念財団部長、
  大阪府立大学客員研究員）

特別顧問｜ 辻　洋（大阪府立大学理事・副学長：4月より学長）
共　催｜ 公立大学法人大阪府立大学観光産業戦略研究所
  東急不動産株式会社
　　　 立命館大学
　　　 一般社団法人まちライブラリー
後　援｜ 一般財団法人森記念財団、FM COCOLO

協　賛｜ 南海電気鉄道株式会社
協　力｜ graf、スタンダードブックストア、株式会社電通関西支社
事務局｜ 一般社団法人まちライブラリー

まちライブラリーOSAKA BOOK FESTA+2015 リーフレット

発行｜一般社団法人まちライブラリー　
〒540-0037大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 アイエスビル3階

デザイン｜松下貴昭（steam）

まちライブラリーとは　（まちライブラリー提唱者　礒井純充）

まちライブラリーは、メッセージカードを付けた本をカフェやショップ、病院、お寺、オフィスや個人宅……といったまちの中の本棚に置き、本
を介して人々が出会い交流するコミュニティ型のライブラリーです。誰でもオーナーとしてライブラリーを始めることができます。大阪を中心
に全国に約160カ所（2015年3月現在）、そこにはオーナーの個性溢れる本棚があり、本の貸出や読書会、勉強会など様々な催しが行われ
ています。
2013年度グッドデザイン賞 受賞／Library of the Year2013優秀賞受賞
WEBサイト　http://machi-library.org

イベントに参加し、ブックスポットを巡るスタンプラリーを開催。
ブックスポット毎に開館時間が異なります。事前にお問い合せいただけると確実です。

最新情報はこちら

スタンプラリーに参加しよう

本を持ってイベントに参加しよう

まちライブラリーFacebook https://www.facebook.com/machilibrary

まちライブラリーWeb http://machi-library.org

お問い合せ先 080-9691-5494

 メールアドレス bookfesta2015@gmail.com

2P ISまちライブラリー周辺（天満橋付近）と仲間たち　
3-4P まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
5-6P まちライブラリー＠OIC（立命館大学大阪いばらきキャンパス）
7-8P まちライブラリー＠大阪府立大学
9P- 　　大阪市内北
 　　大阪市内中央（森ノ宮、天満橋、北浜）
 　　大阪市中央東西
 　　大阪市内南
 　　大阪府内
 　　京都、神戸、奈良
 　　岡本まちライブラリー
 　　その他のスポット

リーフレットの使い方

OSAKA BOOK FESTA    2015

※ 事前申し込みが必要な場合がございます。また、イベントによって申込先が異なります。「申込」欄をご確認ください。

スタンプを★印に押します！

青の★はイベント、黄の★はスポットです

＊ 事前申し込みが必要なものが多数あります。まちライブラリー Facebookイベントページにて参加料金など詳細をご確認の上、事前にお申し込みください。
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無料
2,000円（交流会）

500円（実費・予定）
2,000円（交流会）

500円

500円

無料

無料

1,000円

未定

4月 本とバルの日 まちライブラリー木本の会
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5月 本とバルの日【ゆっちぶっくす×コトバトヒト】ワークショップ-目次トーク-

キャンディ物語 第1章～第5章

古民家ライブラリー（仮）

あなたの隠された魅力を発見！本とコトバのメッセージ

ブックフェスタのアイコンとなっている巣箱型の本箱。かわい
い巣箱の誕生秘話をお話します。当日はみんなで組み立てる
ワークショップも開催。

住まい、まちづくりの研究活動団体です。まちづくり、住まいづ
くりの本を集めていいます。
イベントも開催予定。詳細はFBをご確認ください。

こころと身体の健康を考えるまちライブラリーです。 ウエブデザインの会社です。玄関、社長室にデザインやクリエ
イティブな本が並んでいます。

時計作家の手によるハンドメイドの腕時計のお店です。オー
ナーの趣味の本が置いてあります。

ボタンアクセサリーのお店の中にあるまちライブラリーです。
かわいい魅力たっぷりの場所です。

八軒家浜にある水辺の情報発信施設にできる、水辺や川にま
つわる期間限定ライブラリーです。

木の建築を大切する建築工房です。建築、まちづくり、木に関
する本が集まっています。

ヒーリングやフラワーエッセンスに関する本があります。

カタリスト｜未定
申込｜まちライブラリーFacebook

巣箱本棚に入れたい本

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル3F
問い合せ｜06-6809-3152　開館時間｜月木金14:00-21:00

ISまちライブラリー恒例の本とバルの日のイベント。野菜を
使った「食べられるスキンケア」のお話と「重ね煮料理」をみん
なで美味しくいただきましょう。
カタリスト｜未定
申込｜まちライブラリーFacebook

食べ物

まちライブラリー＠コスモスプレゼンツ

まちライブラリー住みよいまち＆絆研究所

まちライブラリー nonamanis

まちライブラリー＠建築工房櫟（らく）木とケンチクの巣箱

まちライブラリー＠クラップ

まちライブラリー＠手造り時計CRAFZ osaka

まちライブラリー＠丸善ボタン「BOTA BURO」

まちライブラリー＠川の駅はちけんや

番外「本読みの時間」三夜連続～ヒトヨカギリ～（R-15）

木でつながる、本でつながる、人と人の出会い！

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル3F　ISまちライブラリー内
問い合せ｜06-6947-8015／cosmos@els-fes.jp
開館時間｜4/19,4/26,5/3,5/10,5/17  11:00-12:30 イベント開催時のみ

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル6F
問い合せ｜090-1861-3553／scy722＠yahoo.co.jp    
開館時間｜月金（5/4除く）11:00-13:00

住所｜大阪市中央区船越町1-5-5-1F
問い合せ｜06-6942-5234　開館時間｜11:30-20:00　日曜休み

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル3F　ISまちライブラリー内
開館時間｜月木金 14:00-21:00（担当者が不在の場合もあります）

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル6F
開館時間｜月～日 10:00-18:00（土日祝休の場合あり）

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル4F
開館時間｜月～金 14:00-17:00　祝休み

住所｜大阪市中央区北浜東1-2 川の駅はちけんや
問い合せ｜06-6942-0555　開館時間｜10:00-17:00

住所｜大阪市中央区島町1-1-2　丸善ボタンビル1F
問い合せ｜06-6942-2261　開館時間｜ツアー時のみ対応

5/16（土）15:00–17:00（第1部）
 17:00–19:00（第2部）

民家や町家にまつわる様々な本、建築、旅、お店や田舎暮らし
を紹介した本など自分のおすすめの本を持ち寄って民家や町
家の魅力を語り合います。

民家、町家、街並みなどにまつわる様々な本

5/5（火）15:00–17:00

ゆっちぶっくす発行「personal」と対話型ワークショップ・コ
トバトヒトがコラボ。「personal」の目次をテーマに体験や想
いを語り合います。人前で話すのが苦手な方も心配ありませ
ん。
申込｜まちライブラリーFacebook

5/9（土）14:00–16:00

毎回違うお花のエッセンスを使った手作りキャンディと、ハー
ブティーを飲みながら、そのお花のエネルギーを一緒に感じ
ませんか。
申込｜まちライブラリーFacebook　06-0947-8015／cosmos@els-fes.jp
　

申込｜まちライブラリーFacebook

4/19,4/26,5/3,5/10,5/17  11:00–12:304/18（土）15:00–17:00（第1部）
   17:00–19:00（第2部）

ココロが嬉しくなる本や言葉からメッセージを受け取る？！気
持ちが弾む本をシェアし、簡単な言葉ワークからあなたの隠
された魅力や強みが発見できる。　
カタリスト｜野田祥代（nonamnais／ibマッピングマインドセットカウンセラー）
申込｜まちライブラリーFacebook

憧れの生き方

4/29（水）時間未定

住所｜大阪市中央区安堂寺町1丁目3-4
問い合せ｜06-6768-1023
開館時間｜月～土8:30-24:00　 日祝祭11:00-19:00　

木の建築家と、まちライブラリーの提唱者による対談イベント
です。「木でつながる」「本でつながる」をテーマに様々事例を
紹介いたします。

木や本に関する本

カタリスト｜内田利惠子・礒井純充
申込｜まちライブラリーFacebook

隆祥館書店

4/20（月）19:00–20:00

住所｜大阪市中央区安堂寺町1-6-16
問い合せ｜06-6761-5146／r426@jasmine.ocn.ne.jp
開館時間｜期間中木曜10:00-17:00

児童文学からアダルト小説まで、ジャンルは問わず、大人向け
の朗読公演。聴き取った声や言葉のイメージを頭の中で膨ら
ませて、それぞれの物語を完成させてください。内容は日替わ
りです。
カタリスト｜甲斐祐子（朗読公演ユニット「本読みの時間」主宰、他数名）
申込｜https://coubic.com/honyominojikan

やままちライブラリー 建築設計室Morizo-

5/12（火）–5/14（木）20:00–21:00

無料

無料

500円（茶菓付）

（仮）“文様（もんよう）”の意味を知る
5/9（土）14:00–16:00

おめでたい文様、動物・植物、自然界などの「文様」の世界を
紹介。お茶とお菓子も楽しめます。
カタリスト｜京焼きの絵付師　五福 香菜子　申込｜まちライブラリーFB

文様が載っている本

峯風庵
住所｜大阪市中央区南新町2-2-11　都住創中大江3F

レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会
5/6（水）15:00–17:00

中之島バラ園を見下ろすビルの一室は資料館なのか仕立て
屋なのか？特別公開します。また9.5ミリテープに残された昭
和初期の映像を上映します。
カタリスト｜出崎栄三
申込｜06-6231-6710（要申込）

近代大阪の本

シュール・ムジュール デサキ
住所｜大阪市中央区北浜1丁目1-18
問い合せ｜06-6231-6710
開館時間｜4/18、5/2、5/9（土）15:00-18:00

2月にオープンしたスタイリッシュなカフェ「アワヒニ天満橋
店」のオープンデッキで一箱古本市を開催。こだわりのコー
ヒーが楽しめます。
申込｜不要

一箱古本市

まちライブラリー＠アワヒニ天満橋店
住所｜大阪市中央区船越町1-2-9
問い合せ｜06-6809-3805
開館時間｜月～土8:00-20:00

5/9（土）11:00–20:00

ブックスポットはエリア別に並んでいます

イベントの申込は、Facebookイベントページをご確認ください。

ISまちライブラリー
まちライブラリーの原点

ISまちライブラリーは、天満橋谷町地区のオフィスビルにある最初のまちライブラリーです。蔵書

は、みんなで持ち寄った本を中心に4000冊。ボランティアのサポートグループがライブラリーを

企画・運営しています。



まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
ライブラリー×カフェ×キッズコーナー×FMスタジオのコラボ

まちライブラリー、スタンダードブックストア・カフェ、キッズコーナー、FMCOCOLOのスタ

ジオが併設する新しいスタイルのコミュニティ・ライブラリーです。気持ちがリフレッシュさ

れ、ほっと一息つけるリビングのような空間で、飲食を楽しみながら自由に本を読むこと

が可能です。オープンに先立ち4/25に「植本祭(しょくほんさい）」を開催します。イベント

のテーマに応じて本を持ち寄り、みんなでライブラリーを作ろう！

住所｜〒540-0003　大阪府大阪市中央区森ノ宮中央二丁目１番７０号
交通アクセス｜地下鉄中央線／長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅より徒歩約1分・JR環状線 森ノ宮駅より徒歩約3分
Email｜machilibrary.morinomiya＠gmail.com 

Web｜http://machi-library.org/where/detail/563/

スペース営業時間｜10:00～21:00 カフェの利用、書籍の閲覧が可能です。（休業はキューズモールの休館日と同じ）
ライブラリー事務局対応（会員登録・貸出）｜月・水・木・金11:00～20:00、土日祝休日11:00～19:00［定休日 火
曜（予定）］※本の貸し出しには、会員登録が必要です。なおスペース内での本の閲覧はどなたでもご利用いただけ
ます。スペース内の事務局にお問い合わせください。

4.25
プレ
オープン

3 4

無料

無料 無料無料

無料 無料 無料

無料 無料

無料 無料 無料

無料 無料 無料

無料 無料 無料

無料 無料
無料

ワンドリンク

ワンドリンク

ワンドリンク

ワンドリンク

ワンドリンク

無料

まちライブラリー＠もりのみやキューズモールの立役者たち
が、「よりよいくらしをつくる」をテーマに語ります。

めざめの時間 
キーノートトーク
4/25（土）12:00–13:00

スーツと大阪の関係を紐解きます。日本の紳士服の歴史の中
で大阪が重要な拠点であり、その痕跡がこの森ノ宮にも残っ
ています。

かたりの時間 ココロ 
スーツがあるく

ファッションに関する本

カタリスト｜シュール・ムジュールデサキ　出崎栄三
申込｜まちライブラリーFacebook

出演｜ 服部滋樹(graf)
 中川和彦(スタンダードブックストア)
 礒井純充（まちライブラリー）

4/25（土）13:00–14:30

生活を彩る上で欠かすことが出来ない音楽。音楽を通じて想
いを感じることが出来るラジオ。音楽、ラジオへの愛情を大好
きな本と共に聞かせて下さい。

かたりの時間 ココロ 
音楽・ラジオとすごす

音楽、ラジオに関する本

カタリスト｜FM COCOLO 編成部長　古賀正恭
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）13:00–14:30

子どもの頃好きだった絵本、今も好きな絵本、持ち寄ってお話
ししましょう。お子さん連れも歓迎します。

かたりの時間 ココロ 
えほんとであう

えほん、児童文学、こどもに関する本

カタリスト｜もものこぶんこ・河野美苗
申込｜まちライブラリーFacebook

本の紹介と簡単なカウンセリンワークでいつもあなたココロ
を活性してくれる幸せワードを発見します。
カタリスト｜nonamanis代表セラピスト・野田祥代
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）13:00–14:30

かたりの時間 ココロ 
ココロが満ちるアナタだけの幸せワード発見

うれしくなる本

4/25（土）13:00–14:30

すぐに忘れ去られる情報と、人のココロの中にどどく情報との
違いやその伝えかたの大切さなどについて語りあいましょう。

かたりの時間 ココロ 
ココロにとどける

つたわる、コミュニケーションに関する本

カタリスト｜電通　中邨正人
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）13:00–14:30

動物とくらす生活の豊かさ、動物と分かち合う人生を語り合
いましょう。動物を飼っていない人も大歓迎！里親会（譲渡
会）の話題も。

かたりの時間 ココロ 
犬といきる

ペット、動物に関する本

カタリスト｜magatama cafe×dining　田中真澄
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）13:00–14:30

日頃話題になりにくい月経がテーマ。話題の布ナプキン、時代
によって月経への感じ方が違う、実は多くの女性が悩んでいる
…月経のあれこれを、語ります。

かたりの時間 カラダ 
布ですごす

布、月経に関する本

カタリスト｜ティプア　小野千佐子
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）14:45–16:15

私たちの健康と美容に役立つココナッツ。ココナッツの不思
議や利用法、地球環境や生産国との関わり等についてお話し
します。

かたりの時間 カラダ 
ココナッツのフシギ！？

健康、食に関する本

カタリスト｜ココウェル　東晃佑
申込｜まちライブラリーFacebook

お茶の大学プレゼンツ　お茶のおいしい淹れ方をお教えしま
す！お茶でほっとひといきいれませんか？
カタリスト｜三皷由希子
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）14:45–16:15

かたりの時間 カラダ 
お茶でゆるむ

お茶に関する本

4/25（土）14:45–16:15

チーズの世界に入ってみませんか？チーズソムリエに聞くおも
しろ話。
カタリスト｜野口弘
申込｜まちライブラリーFacebook

チーズおもしろ話

食

5/8（土）18:00–20:00

食べ過ぎや運動不足など、悪い生活習慣の積み重ねが原因
で起こるメタボ。専門家から生活習慣の見直しによる予防・
改善を聞きます。

かたりの時間 カラダ 
医師と語る健康（メタボにご注意）

気に関する本

カタリスト｜関西医科大学　正木医師
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）14:45–16:15

まちライブラリー提唱者と今後のまちライブラリーについて語
りましょう。まちライブラリー、巣箱型をやってみたい人も大歓
迎！

かたりの時間 ココロ 
本でつながる

人におすすめしたい本

カタリスト｜礒井純充
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）13:00–14:30

心と体のことだけではなく4つの側面を持つ健康について、専
門家に聞きます。持病や問題を抱えていても空を仰げるお話
です。

かたりの時間 カラダ 
健康ってなんだろう？

健康に関する本

カタリスト｜西野実佐緒
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）14:45–16:15

みんなで薬＝本を持ち寄り、いろんな処方箋を集めて診療所
をつくりませんか？こんな診療所、あんな町医者があったらい
いなと好き放題言い合って妄想本屋をつくりましょう！

かたりの時間 カラダ 
本屋はそもそも診療所である

本、本屋に関する本

カタリスト｜スタンダードブックストア・中川和彦
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）14:45–16:15

森ノ宮について、歴史・風景・まちの様子など様々な角度から
知ろう・語ろう。学ぼう。たけちゃんが存分にお伝えします。地
元の魅力を再発見！

かたりの時間 スマイル 
森ノ宮をたのしむ

森ノ宮周辺、大阪に関する本

カタリスト｜おくむらたけすけ
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）16:30–18:00

日本が高度経済成長を続けていた時代の雑誌の創刊号コレ
クションを展示します。展示からお気に入りの1冊を選び、そ
の理由や当時を楽しく語り合いましょう。

かたりの時間 スマイル 
あの頃これを読んでいた

大好きな雑誌

カタリスト｜わたしの図書館　ミルキーウェイ　石田通夫
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）16:30–18:00

子どもにとってお母さんの手は「魔法の手」。子供の皮膚感覚
を磨き、感じる力を伸ばします。触育とは何か？お子さんとの
遊びも交えてご紹介します。

かたりの時間 スマイル 
育児でたのしむ

出産、育児、ヨガに関する本

カタリスト｜片山香織
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）16:30–18:00

日常と非日常を行き来し、様々な領域で表現活動を行うgraf
の服部さん。日常の中に非日常をつなぐ力を持つデザインに
ついて一緒に語り合いませんか？

かたりの時間 スマイル 
日常と非日常のはざま

デザイン、非日常を感じる本

カタリスト｜graf 服部滋樹
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）16:30–18:00

「クーリエ読書会」の主催者が、雑誌および読書会の魅力を
語ります。また、雑誌を使ったワークショップを通じて読書会
の面白さが体験できます。

かたりの時間 スマイル 
本を通して人とつながる

読書に関する本

カタリスト｜川﨑照文・比屋根悠亮
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）16:30–18:00

日本を代表する鉄道紀行作家、宮脇俊三氏さんの処女作を
紹介しながら、日本全国を一周した経験を交え、鉄道旅行の
楽しさをお伝えします。

かたりの時間 スマイル 
時刻表2万キロ

鉄道に関する本

カタリスト｜山田晃全
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）16:30–18:00

大阪の3つのまちライブラリーで「だいたい満月に」に開催して
いる名物企画。テーマに合う本を持ち寄る→参加者同士で交
換→読んで感想カードを記入→返却します。

ぶらりまちライブラリーラリー
「だいたい満月に」

「集」

カタリスト｜小野・出崎・内田・東
申込｜まちライブラリーFacebook

5/4（月）19:00–20:30

クリエイティブライブラリー＠大阪府立大学の出張イベント。
テーマ本は「プリンセストヨトミ」。大阪城を目の前にしたこの
会場でどんな解釈がどび出すのか、お楽しみに。

クリエイティブライブラリー

プリンセストヨトミ・その関連本

カタリスト｜小辻昌平・上村修三
申込｜まちライブラリーFacebook

5/11（月）19:00–21:00

"短歌をつくってみませんか？短歌なフリーペーパー「うたら
ば」の歌人の田中ましろさんをお迎えします。初心者も楽しめ
ます。ゲスト：田中ましろ（著作『かたすみさがし』書肆侃侃房）

もしも短歌がつくれたら
in OsakaBookFesta

短歌

カタリスト｜牛隆佑（空き家歌会管理人）
申込｜まちライブラリーFacebook

5/1（金）18:30–20:00

「知的書評合戦ビブリオバトル」は、新しい本の楽しみ方がで
きる書評ゲームです。発表・観覧共にご参加お待ちしておりま
す！

ビブリオバトル in もりのみやキューズモール

森

カタリスト｜池内祥見
申込｜まちライブラリーFacebook

5/13（水）19:00–21:00

カタリストも参加するパーティーで盛り上がりましょう。

まじわる時間 懇親会

申込│まちライブラリーFacebook

4/25（土）18:15から

絵本のよみきかせや手遊び、パネルシアターなど、楽しいお話
会を開催します。お子さん連れでご参加ください。読み聞かせ
に興味のある大人の方も大歓迎。

もものこぶんこ
出張えほんよみきかせ！
5/5（火）午前、午後×各1回

詳細はWEB・FBをごらんください

かたりの時間 未定

詳細はWEB・FBにて

企画│東急不動産　申込│まちライブラリーFacebook

4/25（土）未定

植本祭



4.19まちライブラリー@OIC（立命館大学大阪いばらきキャンパス）
いばらきに本を植えよう

茨木市に新たに完成する立命館大学のキャンパスの中に、まちライブラリーが誕生

します。まちライブラリー＠OICは、本や共通のテーマを持った人たちが出会い、交

流を深めながらコミュニティを「インキュベート（育成・支援）」する場です。みなさん

も本を通じて仲間をつくる「大人のサークル活動」をはじめませんか！4/19（日）に

「植本祭（しょくほんさい）」を開催します。詳細は、まちライブラリーFacebook、

OICホームページをご覧ください。

会場｜〒567-8570　大阪府茨木市岩倉町2-150

立命館大学大阪いばらきキャンパス　フューチャープラザ（B棟）
交通アクセス｜JR茨木駅 徒歩約5分、阪急南茨木駅 徒歩約10分
連絡先｜立命館大学 OIC地域連携課　Tel:072-665-2550

Email｜machilibrary.oic@gmail.com

Web｜ まちライブラリー http://machi-library.org/where/detail/578/

 OICホームページ http://www.ritsumei.ac.jp/rs/r2020/campus/oic/

開館日・時間｜ 火～金11:00～19:00、土・祝11:00～18:00、日・月休（原則）
  （日・月開館の場合振替休館日あり、大学夏期休日は閉館）

OPEN

5 6

無料 無料 無料

無料 無料 無料

無料

無料 3,000円
無料

実費（虫めがね代108円）程度。
持参の人・見学のみは無料。 無料 無料

無料 無料 無料

無料
無料

無料

無料 無料 無料

無料 無料 無料

めざめの時間
4/19（日）13:00–

いよいよ、立命館大学大阪いばらきキャンパスにまちライブラ
リーが誕生します。今日までに至る濃厚な日々を振り返りなが
ら、オープニングにふさわしいおもしろトークをします。
カタリスト｜服部利幸、礒井純充
申込｜まちライブラリーFacebook

茨木の郷土と地酒文化
4/19（日）

古来よりの郷土と室町時代より受継がれる地酒文化を再発
掘！！日本酒は和食の原点であり、又、食は地域の語らいで
す。郷土の変遷と地酒文化を語らいながら、次代に受け渡し
ましょう？？

郷土・醸造・お酒関係の書籍

カタリスト｜中尾宏
申込｜まちライブラリーFacebook

外観イメージ

外観イメージ

まちライブラリー内観イメージ

手作り！ガーデン エクステリア
4/19（日）

ガーデニングを楽しめるように、レンガを使ったガーデンコー
ナーをご紹介します。制作事例のレンガアプローチとデッキ材
を用いたモニュメントと春咲きの２週類の花達をiPhoneでお
見せします。

ガーデニング・エクステリア

カタリスト｜仲村勇治
申込｜まちライブラリーFacebook

外国人、福祉関係者、障がい者の交流スペース
4/19（日）

障がいを持っている方と触れる機会ってどれほどありますか？
外国の人は母国と日本の障がい者との交流のあり方について
どのような見方をしているのでしょうか？お互いの考え方・見
方の違いを語り合いましょう。

英語、主にカウンセリング論、福祉関連

カタリスト｜葉田真也
申込｜まちライブラリーFacebook

子育てママが響く一冊と、美味しい出汁を取る方法
4/19（日）

子育てに悩む中で、出逢った一冊に救われた…。皆でそんな
一冊を紹介し合い、「普遍なもの」を知り、子育ての根っこを
考えます。今回は「出汁」。食の基本を知り、味わい、悩み尽き
ない子育て、ママ自身に自信を！

子育てに悩んだ時に助けられた一冊

カタリスト｜岡本 美奈
申込｜まちライブラリーFacebook

美味いビールの理由　いろいろ語ります。
4/19（日）

子どもの頃、大人が美味しそうにビールを飲む姿を見て「苦い
のになぜ飲むの？」と思ったことはありませんか？でも今は私
たちの生活に欠かせないビール。その「美味しさの秘密」を熱
く語ります。

ビール お酒

カタリスト｜渡淳二
申込｜まちライブラリーFacebook

食と農を通じたコミュニティづくり
4/19（日）

①ABCDアプローチ（既に有している財産に基づくコミュニ
ティー開発）の紹介
②インクレディブル・エディブル（ABCDの事例）の紹介
③茨木でインクレディブルエディブルを広めていくための議論

家庭菜園 コミュニティ作り 地産地消 食育

カタリスト｜友本まどか、横山裕一
申込｜まちライブラリーFacebook

茨木の空き家をDIYでコミュニティスペースに変えてみる。
4/19（日）

気軽に語り合えるオープンなコミュニティスペースをみんなで
作りませんか？自らの手で空き家をリフォームして、完成した
頃には一つのコミュニティができている…そんなイメージで
す。学生さん大歓迎です。

古民家再生 コミュニティデザイン　

カタリスト｜横山裕一
申込｜まちライブラリーFacebook

できるときに無理なく参加，子育てコミュニティ
4/19（日）

せっかくなら前向きに関わりたい。PTAもそのひとつ。さまざま
な家庭環境の中で、やっていくのは大変ですよね。他所で工夫
されたPTAとは？応援したいのに悩ましい今時のPTAについ
て、自分目線で話してみませんか。

地域コミュニティづくり

カタリスト｜小幡真紀、ほか
申込｜まちライブラリーFacebook

社会の在り方と、そのための教育について
4/19（日）

小学校～大学まで皆さんはどんな「学校生活」を送ってきまし
たか？学校が大好きだった人、息苦しさを感じていた人、受験
した人、しなかった人。
学びのあり方、社会や教育について話がしたい人、集まれ～
☆

学校 教育

カタリスト｜並河智子
申込｜まちライブラリーFacebook

大阪－奈良【往還】まちライブラリー読書会
4/19（日）

毎月1回、1冊の本をテーマに、参加者がしっとりと語らい、豊
かな本の世界に浸りつつ、本が巡りあわせた仲間との出会い
を楽しみます。会の最後に参加者が持ち寄った１冊の中から、
みんなで次回の課題本を選びます。

未定

カタリスト｜小野寺悠介
申込｜まちライブラリーFacebook

大人の読み聞かせ
4/19（日）

大人だからこそ深く分かることができる。そんな絵本と出会っ
たことはありますか？本当に読み聞かせが必要なのは「子ど
も」ではなく、「大人」なのかもしれません。響き合い、笑い合え
る「大人の読み聞かせ」をご一緒に。

心をトンっとたたかれた絵本（朗読できる本）

カタリスト｜森下美穂
申込｜まちライブラリーFacebook

『Bousai-パンツ』平平凡凡たる家族防災とは。
4/19（日）

『Bousai-パンツ』は避難生活に役立つ高機能肌着の話では
ありません。私たちのまわりには様々なリスク（災い）がありま
す。自分や家族を守るということは、どういうことかを真剣に考
え、日々の生活から防災を意識しませんか。

防災 家族 子育て サバイバル 生きる

カタリスト｜木下栄一
申込｜まちライブラリーFacebook

この文庫に出会えて人生が変わりました！
4/19（日）

本の中でも一番手軽に読めるのが文庫本。今、現在の自分が
あるのも、本好きになったのもこの文庫本に出会えたからとい
う、人生の一冊を参加者どうしで紹介していきます。

出会えて良かった文庫

カタリスト｜石田通夫
申込｜まちライブラリーFacebook

パズルで遊ぶ-
パズルと肩こり・腰痛の解き方の共通点という余談つき
4/19（日）

体の痛みやコリをとるのは、パズルを解くのに似ています。パ
ズルで遊んで脳トレして、接骨院の仕事に役立てています。そ
んな話で人が来るのか不安ですが、とにかくワクワクするパズ
ルを持ってきてね。

健康 肩こり パズル

カタリスト｜寺田弘志
申込｜まちライブラリーFacebook

短歌の会ゲームで楽しむ現代短歌！  
4/19（日）

「上の句meets下の句」というゲームを通して現代短歌を楽
しむ会です。【ゲスト】嶋田さくらこ（著作『やさしいぴあの』書
肆侃侃房）、池上規公子（「葉ね文庫」店主）

短歌

カタリスト｜牛隆佑
申込｜まちライブラリーFacebook

大人の工作―プロジェクターをつくろう
4/19（日）

驚くほど簡単！　意外にウケる！！　写真や動画が投影でき
るプロジェクター。最年少カタリスト（？）が大人に教える工作
教室。子どもに帰ろう。虫メガネと手鏡、ハサミを持ってきてく
ださい（なくても参加可能）。

工作

カタリスト｜寺田幸時
申込｜まちライブラリーFacebook

生まれてない世代の僕と大阪万博
4/19（日）

日本万国博覧会から45年。万博は人々の心に強烈なインパ
クトを残しました。様々な立場や世代により感じ方が違う万
博。開催時に生まれていない世代だからこそわかる視点や楽
しみ方を地元・茨木も絡め熱く語ります！

1970年代前後の流行を感じ取れる本

カタリスト｜庄山由多加
申込｜まちライブラリーFacebook

大阪の街遊びをテーマにした本とコミュニティ作り
4/19（日）

世界最大級のローカル情報サービス、Yelpが大阪に上陸し、
私が先頭に立って普及しています。コミュニティ作りとは何か
を体感しながら、支えとなる本や人との出会いについてお話し
ます。

タウン情報誌とそれに関連する本・雑誌

カタリスト｜谷川周平
申込｜まちライブラリーFacebook

北摂のうまい！ラーメン
4/19（日）

激戦区！北摂地域のラーメン屋を語りましょう！美味しいラー
メン屋を教えます！逆にあなたの知ってるおススメラーメン屋
も教えてください。シェアしながらラーメンの奥深さをとことん
追求します。

ラーメンに関する本（雑誌も可）

カタリスト｜山下拓郎
申込｜まちライブラリーFacebook

里山と茶
4/19（日）

OIC里山エリアには千提寺地区自生の茶の木が移植されてい
ます。千提寺は利休十哲の一人、高山右近の領内です。山茶
は山仕事の合間に飲まれました。そんな里山と茶の魅力につ
いて皆で語りませんか。

里山 茶 高山右近

カタリスト｜田中力
申込｜まちライブラリーFacebook

志ライブラリーをつくろう
4/19（日）

大人が恥ずかしがらずに志を語るまちであって欲しい。そんな
想いからこのワークショップを企画しました。仕事の志、子育
ての夢、趣味の目標を熱く語り、高め合い、励まし合いましょう
♫

自分の夢や志に関する本

カタリスト｜北村真一
申込｜まちライブラリーFacebook

むばらけサバイボー 今日も1日生き延びよう！
4/19（日）

ムバラケ溢れる新世界へシフト！都会で生活しながら農的経
験縁や仲間など生き延びる力をゆっくり獲得できる街・茨木。
何が出来て、どんなオモロがまってるか？夢語りヒーロー話し
ない。リアルに繋がるだけ。

新しい世界 シフト エスニック 地域通貨

カタリスト｜脇本秀史
申込｜まちライブラリーFacebook 申込｜まちライブラリーFacebook 申込｜まちライブラリーFacebook

まじわる時間 懇親会
4/19（日）16:30–

カタリストセッション終了後に、懇親会（立食パーティー）を行
います！
みんなでまちライブラリー＠OICの設立を祝い、地域と大学の
関係がより一層深まる時間にしたいと思います。
積極的なご参加をお待ちしております！。詳細は随時、
facebookやHPで更新します！

“Osaka Book Festa+2015
 あつまれ！まちライブラリー” クロージング
5/17（日）13:00–16:00（予定）

１ヶ月間に渡ったブックフェスタのクロージングとして、様々な
まちライブラリーの方に集まっていただき、イベントの様子集
まった本などについてお話いただきます。ミニイベントも企画
予定！詳細はFBをご覧ください。

あそび

植本祭



まちライブラリー＠大阪府立大学
蔵書０冊からスタートした、みんなで育てるライブラリー

まちライブラリー＠大阪府立大学は、全国に展開しているまちライブラリーと有機的に連
携する活動拠点として、2013年4月にオープンしました。
「みんなで育てるライブラリー」を合言葉に、蔵書０冊からスタート、2015年3月現在、蔵
書は約8千冊、会員は約1千名に増えました。年間約200件近いイベントが開催され、参
加者は本を持ち寄り参加します。スペースには、食、アート＆デザイン、地域、ライフスタイ
ルなど、イベントごとに集まった様々な本が、いまでは本棚から溢れんばかりに並んでいま
す。ボランティアスタッフが企画から運営を行い定期的にサポーター会議が開かれるな
ど、たくさんのコミュニティが生まれています。

住所｜〒556-0012　
大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-41 南海なんば第一ビル3階
交通アクセス｜南海なんば駅 中央出口より徒歩12分、地下鉄御堂筋線・四
つ橋線大国町駅１番出口より徒歩7分
Email｜machilibrary.namba@gmail.com

Web｜http://opu.is-library.jp/

開館日・時間｜月～土　9:00～21:00、日・祝日9:00～17:00 

（初回入会受付は月～土　13:00～21:00）
休館日｜祝日不定休（webページに掲載）
本の貸し出し、イベント開催には、会員登録が必要です。スペース内の事務局
にお問い合わせください。

３年目
開館

7 8

無料 無料 無料

無料

2,000円程度（実費）

無料
2,000円程度（実費・本代別）

カンパ制 無料

無料カンパ制

カンパ制

2,000円程度（実費・本代別）

300円程度（実費） 1,500円程度（実費）

無料

各自飲み物・軽食持参

500円程度（実費）

無料

1,000円程度（実費）

1,000円程度
（実費）

無料実費 500円程度（実費）

1.000円 無料

ゆめプロジェクト 「ミクロのゆめを応援する自分経営ゼミ」
4/21（火）18:00–20:00

「ゆめプロジェクト」は自分のやりたいことに一歩踏み出した
人に「ゆめ」を話していただきます。顕在家はるさん、もんぺや
中西あゆみさん、天野治美さんにお話いただく予定です。詳細
はFacebookへ。

ゆめプロジェクト 第1回

ゆめ

申込｜まちライブラリーFacebook

4/26（日）14:00–17:00

「ゆめプロジェクト」では自分のやりたいことに一歩踏み出し
た人に「ゆめ」を話していただきます。空創家　遠藤朝子さん
にお話いただく予定です。詳細はFacebookへ。

ゆめプロジェクト 第2回

ゆめ

申込｜まちライブラリーFacebook

5/12（火）18:00–20:30

アヘンは薬としての歴史は古く、古代エジプトでは鎮痛や睡
眠に、現在もガン疼痛治療などに使われています。アヘンが人
類の歴史に与えた影響、光と影に迫ります。

アカデミックカフェ
「人類最古の薬　アヘンの光と影」

アヘン・薬・麻薬から連想する本

カタリスト｜藤井郁雄（大阪府立大学教授）
申込｜まちライブラリーFacebook

愛知県出身の27歳。山育ち、生粋の野人。4歳から父と共に
オオスズメバチ獲りを始め、蜂獲り師を生業とする。『これ、い
なかからのお裾分けです。』の著者が語る。
カタリスト｜熱田安武
申込｜まちライブラリーFacebook

4/22（水）18:30–20:30

FOOD PRODUCERS TALK ＃5
蜂獲り師 熱田安武氏

狩る

5/8（金）18:30–21:00

立て続けに画集が発売されるなど注目が高まるビアズリーの
美しい作品の数々をご覧ください。ギャラリートークも開催。
4/29（水）13:00-14:00、5/13（水）19:00-20:30 詳細は
facebookページ。

オーブリー・ビアズリー展vol.５

アート・芸術

カタリスト｜明石友貴
申込｜まちライブラリーFacebook

4/18（土）～5/17（日）13:00–21:00（日 5/2-5/6休み）

大和川付替えをテーマに話したいという方を5名募集し各10
分程度で話を伺い、興味をもった内容をもとに歴史を学びな
がら、郷土の未来を語り合います。

第３回『大和川カフェ』～大和川付替えと私たち～

大和川付替えに関係する本（何でも可）

申込｜まちライブラリーFacebook

4/23（木）19:00–21:00

大阪に住みながら、神戸や岸和田などいろんなイベントを企
画実行してきた中で、その裏話や楽しさをたっぷり語ります。

イベントを作る楽しむ～イベント作りの楽しい裏話

イベントに関する本

カタリスト｜渡邊隆
申込｜まちライブラリーFacebook

4/24（金）18:30–20:30

詳細はOSAKA BOOK FESTA+2015イベントページまたは、
Read For Actionオフィシャルサイト
http://www.read4action.com/をご覧ください。

[RFA] 本気で変わりたい人が本当に変わるための読書会

本気で変わるためにヒントがあると思う本

カタリスト｜一般社団法人Read For Action協会認定リーディングファシリテーター 林貴昭
申込｜http://www.read4action.com/

映画研究家の取材の進め方や情報の集め方、文献資料との
格闘、ユニークなエピソードの数々を「映画漫談」で語ります。
映画よりもオモチロイ映画研究家のお仕事！
カタリスト｜山口博哉
申込｜まちライブラリーFacebook

4/25（土）13:00–16:00

世の中で一番おもろい仕事 is 映画研究家！

映画

みんなで自分の「失敗」「苦労」「挫折」を書きこんでスゴロク
を作り、一緒に遊んでみようというものです。一種の「人生ゲー
ム」をやりませんか。
カタリスト｜陸奥賢
申込｜まちライブラリーFacebook

おすすめしたい本

4/29（水）14:00–15:30

みんなが集まって気軽におしゃべりしたり、相談し合い、休憩
できる場所を作りたい。こんな家に興味があるという人、もっ
と話をしてみたいという人はいませんか。

みんなの家をつくる人、この指とまれ！

コミュニティー、まちづくり、対話、起業、経営、まちライブラリー、NPO・NGO、税金関係、法律関係など

カタリスト｜森本誠一
申込｜まちライブラリーFacebook

4/29（水）15:00–17:00

『他人の思考の9割は変えられる！』を去年発売しての第二
弾！代表が自分らしく行動するためのヒントを著者と読み説き
ます！

與良昌浩と読む！決める技術！
もっとじぶんらしく行動したい！

カタリスト｜生島正
申込｜まちライブラリーFacebook

「自分経営」とは、自分の持っている資源を最大限に活用し
「自分の生きる目的」の達成を極大化しつづけること。「夢」を
見つけ達成するにはどうするか語ります。

ゆめ

カタリスト｜友成真一（早稲田大学教授）
申込｜まちライブラリーFacebook

4/18（土）13:00–17:00

「夢」について本からヒントを貰い、考えてみませんか？未来は
頭の中にある。思考から行動につなげることで、私たちは世界
を変えることが出来る。

［RFA］「夢を紡ぐ読書会」

夢を叶える、実現する等に関連する本

カタリスト｜一般社団法人RFA協会認定リーディングファシリテーター 磯西重行
申込｜http://www.read4action.com/

4/29（水）14:15–16:45

シリコンバレーで影響力を持つ起業家集団「ペイパル・マフィ
ア」。中心人物ピーター・ティールの講義録から「創業者のパ
ラドックス」などを学び、0→1を生み出す創業者の魅力と決
断に迫る。

［RFA］ゼロトゥワン読書会～君はゼロから何を生み出せるか～

ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか？

カタリスト｜一般社団法人RFA協会認定リーディングファシリテーター 梶正人
申込｜http://www.read4action.com/

4/29（水）14:30–16:30

歴史小説の一場面を参考に、今でも“そんなのあるある”とか
“そういえばやってる”とか“私ならこうする”とか、身近な話題や
出来事などもとに意見交換します。

歴史を楽しみ未来に活かす（第７回）
～歴史小説から見える今の日本～

私の好きな歴史小説、時代小説

カタリスト｜各参加者
申込｜まちライブラリーFacebook

4/30（木）19:00–21:00

大阪市北区の街中に生まれ育ち、まちの移り変わりを見てき
た中での面白い話を地元観点からお話しします。

大阪の「ことば」と「まち」

大阪

カタリスト｜難波啓祐
申込｜まちライブラリーFacebook

5/1（金）18:30–20:30

“モノポリー”はサイコロを振って進み、止まった場所を購入し
ながら財産を増やしていくボードゲームです。運以上に交渉
術が大きく左右します。楽しみながら交渉術を身に付けましょ
う！！初心者から上級者まで楽しめます。

モノポリーナイト

広くモノポリーに関するもの、広くご当地に関するもの

カタリスト｜モノポリーベテランプレーヤー
申込｜まちライブラリーFacebook

5/2（土）17:00–21:00

「yahoo!Japan」の創業者の一人である湯川カナさん。破天
荒な彼女と「連帯」や「助けられる」といった、他人に依存した
り委ねてみる生き方を本書を通じて考えます！

【RFA読書会】湯川カナと読む！他力資本主義宣言
～助けられる生き方を考える

カタリスト｜生島正、湯川カナ
申込｜まちライブラリーFacebook

5/7（木）18:00–20:30

『クーリエ・ジャポン』の記事について意見や思いを語り合う
読書会です。雑誌および読書会の魅力について語るトーク
セッションの後、雑誌を使ったワークショップを行います。読ん
だことがない方でも参加できます。

クーリエdeトーク

海外に関する本

カタリスト｜川﨑照文・比屋根悠亮
申込｜まちライブラリーFacebook

5/9（土）10:30–12:30

映像作品上映（アニメーション・写真作品）とトークセッショ
ンを中心に、クリエイターと一般の方が本やポートフォリオを
持ち寄る交流を行うイベント。出演：鳥山郷（クリエイター／
（株）音動）、Jono Ryan（フォトグラファー）、三鼓梨菜（アニ
メーション作家）、滝本章雄（アートディレクター／ArtYard
代表）

Artist meeting -fly///feel×ArtYard-

アートに関する本、
アート・クリエイターポートフォリオ（参加者自身のものに限る・タイトル入り）

カタリスト｜大畑元彦
申込｜artistmeeting0509@gmail.com

5/9（土）17:30–20:00

本を「直観讀み」して文章を抜き出してブックマーカーを作り、
それについて語り合い、お土産にするというコモンズ・デザイ
ン・プロジェクトです。

直観讀みブックマーカー

おすすめしたい本

カタリスト｜陸奥賢
申込｜まちライブラリーFacebook

5/14（木）19:00–21:00

持ち寄った短歌をそれぞれ発表し、そこからみんなでわいわ
いする。そんな気軽に参加できる歌会、借り家歌会を開催。
【ゲスト】岡野大嗣（著作『サイレンと犀』書肆侃侃房）

借り家歌会 in OsakaBookFesta

短歌の本

カタリスト｜牛隆佑（空き家歌会管理人）
申込｜まちライブラリーFacebook

5/15（金）19:00–20:30

ドストエーフスキイの作品についておしゃべりする会です。ドス
トエーフスキイを読んだことのない人でも気軽に参加できま
す。テーマ本は『夏象冬記』です。

ドストエーフスキイ全作品を読む会・大阪

「夏象冬記」（ドストエーフスキイ著）

カタリスト｜小野元裕
申込｜まちライブラリーFacebook

5/16（土）14:00–16:00

毎週木曜日開催。（4月23日、30日、5月7日、14日）　大阪で
作られているお酒を、持参したこれぞという大阪特産の「あ
て」を肴に自画自賛しあいましょう！

大阪の酒を呑む

日本文化を極める

カタリスト｜石田通夫

4/23, 4/30, 5/7, 5/14（木）18:30–20:30

当事者研究スゴロク
5/15（金)19:00–21:00

まわしよみ新聞は「いつでも、どこでも、だれでもできるコモン
ズ・デザイン」による新聞を使った大喜利、カードゲームのよう
なメディア遊びです。発案者の陸奥賢が、まわしよみ新聞の作
り方のコツを伝授します。

まわしよみ新聞

おすすめしたい本

カタリスト｜陸奥賢（社会実験者／コモンズ・デザイナー／観光家）
申込｜まちライブラリーFacebook

5/13（水）19:00–21:00
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無料
2,500円

500円
（お茶つき）

2,000円（ワンドリンク付）

無料

未定

500円

無料 ワンドリンク

無料

無料

無料

無料

無料

無料
無料 無料

無料

500円

500円

2,000円 2,000円

無料

無料

3,000円 2,000円

1,000円 無料

1,000円 2,000円

2,500円

無料 500円 1,000円

まちライブラリー＠ぎゃらりーウォーター・ベアA

住所｜大阪市北区中崎西4丁目1-7
問い合せ｜06-6147-5774／yo_kai_yf6@me.com 
開館時間｜水～日12:00-19:00

「ワールド・スマートシティアワード2014」を受賞した北欧の
デンマークにフォーカスし、食と暮らしとテクノロジーをテーマ
にデンマークの最新情報をパネル展示します。関連書籍の展
示もあり。
申込｜不要

デンマークの食と暮らしとテクノロジー

デンマーク

A

アサヒ ラボ・ガーデン
住所｜大阪市北区小松原町２－４大阪富国生命ビル４階
問い合せ｜06-6926-4070
開館時間｜11:00-20:00　日曜休

4/18（土）-5/16（土）

参加の皆さまそれぞれに「感銘を受けたドキュメンタリー（小
説）」というテーマに基づき１冊本を選んできてもらい、その本
についてそれぞれ熱く語っていただく読書会です！！
申込｜hon-oya@hotmail.co.jp

本おやで本を語るの会

感銘を受けたドキュメンタリー（小説）

A

本は人生のおやつです！！
住所｜大阪市北区堂島2-2-22 堂島永和ビルディング206
問い合せ｜06-6341-5335／hon-oya@hotmail.co.jp
開館時間｜平日12:00-20:00　土日祝11:00-18:00　月曜休

4/18(土）18:00–19:00

参加者がおすすめの小説を１冊ずつ持ち寄り、その本の素晴
らしさを語り合います。新しい発見があるかもしれません。　
当日先着15名まで。
申込｜不要

読書会特別版

おすすめの小説

A

大阪市立西淀川図書館
住所｜大阪市西淀川区御幣島1-2-10
問い合せ｜06-6474-7900
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

4/21（火）10:30–12:00

おススメの本を持ち寄り５分程度で魅力を語ります。本は私
物でも図書館の本でもどちらでもかまいません。新しい読書
仲間が見つかるかも。当日先着30名まで。
申込｜不要

大阪ブックフェスタ 読書交流会

おすすめ本

A

思い出をつづって誰かにおススメしたい本、ありませんか？
メッセージを書いていただいたファイルは図書館で閲覧でき
ます。図書館にある本は展示します。
申込｜不要

おすすめ本

大阪市立東淀川図書館
住所｜大阪市東淀川区東淡路1-4-53
問い合せ｜06-6323-5476
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

5月14日（木）10：00–12：00

おすすめ本を1冊以上持参し、参加者同士、思いも一緒に
交換しませんか？お気に入りの1冊がどんな本に替わるかは
当日のお楽しみ。事前申込先着15名まで。
申込｜来館または電話06-6468-2336

ブック・チェンジ

おすすめ本

A

大阪市立福島図書館（会場：福島区民センター）
住所｜大阪市福島区吉野3-17-23
問い合せ｜06-6468-2336
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

5月9日（土）14:00–15:00

子ども読書の日を記念して、乳幼児向けのおはなし会ぴよぴ
よを1時間のスペシャル版で行います。当日先着50名まで。
申込｜不要

子ども読書の日記念事業
ぴよぴよスペシャル！！

A

大阪市立東淀川図書館
住所｜大阪市東淀川区東淡路1-4-53
問い合せ｜06-6323-5476
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

4月22日（水）11:00–12:00

絵本の読み聞かせ、パネルシアター、手遊び、腹話術など楽し
いプログラムがいっぱいのおたのしみ会です。当日先着50名
まで。
申込｜不要

子ども読書の日記念事業
ま～るま～るのびっくりばこ

A

大阪市立福島図書館（会場：福島区民センター）
住所｜大阪市福島区吉野3-17-23
問い合せ｜06-6468-2336
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

4月26日（日）14:00–15:00

おかしいなぁと担当者がつぶやいた「貸出がゼロ本」を50冊
展示して貸出します。期間中は「あと49冊」「あと・・・冊」と掲
示し、ゼロになるか挑戦します。
申込｜不要

永遠にゼロ？（あなたにゼロの本を）

大阪市立福島図書館
住所｜大阪市福島区吉野3-17-23
問い合せ｜06-6468-2336
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

4月18日（土）～5月17日（日）

おススメ本 思い出つづりAA

大阪市立北図書館
住所｜大阪市北区本庄東3-8-2
問い合せ｜06-6375-0410
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

4月18日（土）～5月17日（日）

おはなし組み木「三びきのやぎのがらがらどん」の上演、読み
聞かせ、手遊びで楽しい時間を過ごしましょう。出演は「絵本
の会北」。当日先着50名まで。
申込｜不要

子ども読書の日記念事業 春のおたのしみ会A

大阪市立北図書館
住所｜大阪市北区本庄東3-8-2
問い合せ｜06-6375-0410
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

4月26日（日）11：00–12：00

絵本展「ものがたりのちから」のためにボランティアが選んだ
おすすめ絵本の中から「お気に入り」の1冊を友だちや家族に
伝えよう。しおりやブックカバー作りあり。当日先着50名まで。
申込｜不要

手紙で伝えよう！お気に入りの1冊A

大阪市立淀川図書館
住所｜大阪市淀川区新北野1-10-14
問い合せ｜06-6305-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

5月17日（日）13:00–16:00

「グループ・いっすんぼうし」のみなさんが、いろいろな国の昔
話を、絵本や紙芝居などで語ります。子どもも大人も一緒に昔
話の世界を楽しもう。当日先着50名まで。
申込｜不要

子ども読書の日記念事業
むかーし昔、あったとさ

A

大阪市立淀川図書館
住所｜大阪市淀川区新北野1-10-14
問い合せ｜06-6305-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

5月6日（水・休）14:00–15:00

たのしい「おはなし」がいっぱいです。出演はおはなしボラン
ティア「パタポン」のみなさん。当日先着50名まで。
申込｜不要

子ども読書の日記念事業
春のおはなし会

A

大阪市立西淀川図書館
住所｜大阪市西淀川区御幣島1-2-10
問い合せ｜06-6474-7900
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日：月曜・第三木曜

4/18（土）14:00–15:00

旅をした人、旅をしたい人、旅をしない人どんな人でも「旅」に
ピンときたらそれぞれの価値観を「マンガ」を通してゆる～く
語り合いましょう。
カタリスト｜夏井宏
申込｜FB／06-6836-9915／crossing@comeonup-house.com

マンガで考える日本人らしさってなんだろう？！
第５回テーマは「旅」

旅をテーマにした漫画

A

クロッシング新大阪

ミロコマチコ絵本原画展にあわせだ読書会。当日 、お店の本
を選んでもOK！猫が出てくる本、著者の名前が猫、なんとなく
猫っぽいなどなんでも結構です。
カタリスト｜嶋川未来子、明石友貴  
申込｜まちライブラリーFacebook

猫に関する本

iTohen

5/16（土）13:00–18:00

絵本セラピスト協会からゲストを迎え、大人のための絵本
ワークショップを開催。素直な言葉と絵は目と耳から感覚を
引き出します。 http://www.ehon-therapy.jp/
カタリスト｜絵本セラピスト協会　山本潤子
申込｜OVE中之島店舗でのみ申し込み受付 電話またはホームページより
http://www.ove-web.com/event/calendar.html

大人のための絵本ふれあいと
気づきのワークショップ

A

LIFE CREATIONSPACE OVE
住所｜大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー フェスティバルプラザ1F
問い合せ｜ 06-6223-2626
開館時間｜10:00-20:00　月曜休

4月26日（日）14:00–16:30

橋爪紳也講演会「日本と大阪」A

4/28（火）18:30–20:00

身の回りの様々なカルチャーを"SOCIETY"を軸に展開する新
企画。「BOOK STORE」をテーマに、大阪の本屋"コトバノイエ"、
"スタンダードブックストア"とともに期間中の土日祝に販売・
イベントを開催。
申込｜http://www.graf-d3.com/events

BOOK STORE SOCIETYA

graf

住所｜大阪市北区中之島4丁目1-9
問い合せ｜06-6459-2100
開館時間｜11:00-19:00　月曜休

4/18（土）～5/17（日）の土日祝

「コワーキングスペース」ってどんなところ？仕事や勉強、のん
びり読書をするも良し、コワーキングに来ている人同士で交
流するも良し、コワーキングスペースの１日体験イベントです。
申込｜不要

「コワーキングスペース」1日体験しようA

クロッシング新大阪
住所｜大阪市淀川区宮原1丁目19-10
問い合せ｜ 06-6836-9915
開館時間｜イベント時のみ

住所｜大阪市淀川区宮原1丁目19-10　問い合せ｜ 06-6836-9915　開館
時間｜イベント時のみ

4/26（日）10:00–19:00

作家ミロコマチコさんの《オレときいろ》（WAVE出版）の絵本
に使われた原画を展示。期間中、編集者の野分編集室：筒井
大介さんを中心にトークイベントを開催予定。
初日5月6日（水）に作家によるイベントを予定。詳細は
http://www.skky.info/top.htmlまで
申込｜不要

《オレときいろ》ミロコマチコ絵本原画展A

iTohen

住所｜大阪市北区本庄西2丁目14-18 富士ビル1F
問い合せ｜ 06-6292-2812
開館時間｜12:00-19:00（展覧会最終日は18時まで）　月火曜定休日

5/6（水）-5/10（日）12:00-19:00（展覧会最終日は18時まで）

読書会 at iTohenA

住所｜大阪市北区本庄西2丁目14-18 富士ビル1F
問い合せ｜ 06-6292-2812
開館時間｜12:00-19:00（展覧会最終日は18時まで）　月火曜定休日

大阪・光の饗宴総合プロデューサー、大坂の陣400年プロジェ
クト実行委員長など、大阪の集客事業に携わってきた観点か
ら、「日本と大阪」をテーマに、文化や観光などをマクロな視点か
らミクロな事例まで様々な視点で「大阪」についてお話します。
カタリスト｜橋爪紳也
申込｜まちライブラリーFacebook

大阪

大阪府立中之島図書館
住所｜大阪市北区中之島1-2-10　問い合せ｜06-6203-0474
開館時間｜月～金9:00-20:00　土9:00-17:00

5/7（木）19:00–21:00

地域特化型「まちブログ」活用セミナーB

4/22（水）、5/13（水）15:30–17:30

大阪で頑張る中小企業が中心に活動する「まちブログ大阪」
が、ブログを書き検索にヒットさせ、商売に繋げる方法をお教
えいたします。
カタリスト｜まちブログ代表 川辺友之　まちブログスタッフ 酒匂雄二
申込｜http://www.machilibrary.com/

ブログ活用、ソーシャルメディア

B

5/9（土）15:30–17:30

大阪に特化したクラウドファンディングを行うFAAVO大阪が、
クラウドファンディングとは、プロジェクト立ち上げのプロセ
ス、成功に導く工夫やコツをご紹介します。
カタリスト｜まちブログ代表 川辺友之　まちブログスタッフ 酒匂雄二
申込｜http://www.machilibrary.com/

クラウドファンディング、ソーシャルメディア活用法

［RFA］情けは人の為ならず。GIVEでつながる読書会＆WSB

4/18（土）9:30–12:30

課題本を手掛かりに、いい人ならではの成功法則をインプッ
トしませんか？　軽食付き。読書とワークを楽しみましょう。事
前の読書は不要です。
カタリスト｜一般社団法人Read For Action協会認定リーディングファシリテーター 奥野美里    
申込｜http://www.read4action.com/

課題本：GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代

［RFA］自分らしい｢社会貢献｣を考えるSocial Reading読書会B

4/18（土）14:00–17:00

社会貢献や人助け、コミュニケティに関する書籍を持ち寄っ
て自分らしい社会貢献のカタチを探ってみませんか？　3時の
おやつ付き。事前の読書は不要。
カタリスト｜一般社団法人Read For Action協会認定リーディングファシリテーター 奥野美里    
申込｜http://www.read4action.com/

社会貢献、人助け、コミュニティ、地域、まちづくり、ボランティア、社会起業など

[RFA] ビジネスモデルYOU読書会B

5/16（土）14:00–17:00

あなたは誰を幸せにしたいですか？「 ビジネスモデルYOU」を
使って探してみませんか？9つのブロックを使ってセルフイノ
ベーションを起こしましょう。
カタリスト｜一般社団法人Read For Action協会認定リーディングファシリテーター 林貴昭
申込｜http://www.read4action.com/

社会貢献、人助け、コミュニティ、地域、まちづくり、ボランティア、社会起業など

［RFA］月曜の朝にパワーをチャージ。朝活読書会「アサヨミ！」B

4/20（月）、5/11（月）7:15–8:30

読みたくて買ったのに読めていない積読本と朝ごはんを持ち
寄って、食べながら飲みながら、読書と対話を楽しみましょう。
事前読書不要。
カタリスト｜一般社団法人Read For Action協会認定リーディングファシリテーター 奥野美里    
申込｜http://www.read4action.com/

読みたくて買ったけど読めていない本

［RFA］とっておきをみんなにギフト！本＆軽食「持ち寄り」読書会B

4/25（土）10:00–14:00

みんなに読んでほしいとっておきの本と、みんなに食べてほし
いお気に入りの軽食を持ち寄って、アタマとココロとイブクロ
を共有するソーシャル読書会。
カタリスト｜一般社団法人Read For Action協会認定リーディングファシリテーター 奥野美里    
申込｜http://www.read4action.com/

読みたくて買ったけど読めていない本

［RFA］知っておきたい「お金の正体」読書会B

4/25（土）15:00–17:30

「お金の正体」の答えがありそうな本を各自1～2冊持ちより、
本をきっかけに対話（ダイアログ）を通して、「お金の正体」に
迫っていきます。
カタリスト｜一般社団法人Read For Action協会認定リーディングファシリテーター 新田茂幸 
申込｜http://www.read4action.com/

お金の正体とは？

［RFA］教えて！アドラーさん「嫌われる勇気」読書会＆WSクラウドファンディングセミナー B

5/16（土）9:30–12:30

昨今のアドラーブームの火付け役となった「嫌われる勇気」か
ら、幸せに生きるための真理、哲学を、読書と対話で一緒に学
んでみませんか？軽食付き。
カタリスト｜一般社団法人Read For Action協会認定リーディングファシリテーター 奥野美里    
申込｜http://www.read4action.com/

課題本：嫌われる勇気―自己啓発の源流「アドラー」の教え

［RFA］ 本とヒトと「新しい働き方」に出会う読書会B

5/16（土）18:00–21:00

生き方を大きく左右する働き方。どんな選択肢があるのか、読
書とメンバーとの対話を通じて、自分と対話してみませんか？
軽食付き。事前読書不要。
カタリスト｜一般社団法人Read For Action協会認定リーディングファシリテーター 奥野美里    
申込｜http://www.read4action.com/

働き方、キャリアデザインなどに関する本 

まちライブラリー＠
リバーサイド天満

住所｜大阪市北区天満3-2-2  シャンブルド天満橋2F
問い合せ｜06-6809-2545／tenma@machilibrary.com
開館時間｜月～土11:30-20:30

A 大阪市内
北

B 大阪市内中央
（森ノ宮、天満橋、北浜）

昔の面影を色濃く残した中崎町のまちで主に現代美術関係
の図録を数百冊おいているギャラリー＆図録図書館です。

衣食住のものつくり。手作りで気づく暮らしの豊かさ。B

住所｜大阪市中央区安堂寺町2丁目1－15
問い合せ｜06-6761-0252
開館時間｜12:00-19:00  毎週火、水と第一土日 休み

それぞれの思いを交換しながら、手しごとを楽しみたいと思い
ます。今回はなべつかみを作ります。お茶、お菓子つき。
カタリスト｜今井貴恵子
申込｜info@snail-garden.com

衣食住にまつわる、ものつくりの本。

down to earth谷町

4/18（土）13:00–

神代浩と岡本真が語る、本と人とまちの未来
4月18日（土）15:00–17:00（見学会は14:00–）

『困ったときには図書館へ』と『未来の図書館、はじめません
か？』の著者によるトークショー。モデレーターは井上昌彦。サ
イン会、エル・ライブラリー見学会も実施。定員25名、見学10
名。
カタリスト｜神代浩、岡本真
申込｜lib@shaunkyo.jp または06-6947-7722

エル・ライブラリー
住所｜大阪市中央区北浜東3-14　エル・おおさか（府立労働センター）4階
問い合せ｜06-6809-2545／ tenma@machilibrary.com
開館時間｜平日火曜～土曜10:00-17:00　第1、3金曜20:00まで　5月2日休館

行動する読書会、Read for Actionって何？B

住所｜大阪市中央区常盤町1-1-8
問い合せ｜soraniwa88@gmail.com／06-6949-0679（16時以降おかけください）
開館時間｜水曜11:00-19:00　

Read for Action（行動するための読書会）の体験会。８人程
度の少人数でRFA読書会を体験していただきます。

「食・農・緑・暮らしのサード（フリー）スペースです。都会の中の自然を堪能しな
がらゆるゆると繋がりをつくるまちライブラリーです。

勇気

カタリスト｜西村慧　申込｜http://www.read4action.com

まちライブラリー＠谷町空庭

4/19（日）、4/26（日）14:00–17:00

伊福部昭著「音楽入門」を読む！BB

4/19（日）13:30–15:30

音楽家 伊福部昭のエッセイ集『音楽入門』に書かれた「音楽
とは何か」から著者にまつわる話題まで、伊福部昭の音楽の
世界を考察します。
カタリスト｜八朝裕樹（伊福部昭ゆかりの人）
申込｜まちライブラリーFacebookもしくは問合せ先まで

伊福部昭や音楽に関する本

 KITA LI CITE（キタリシテ）
住所｜大阪市中央区北浜1-1-12  Y’sピア北浜 5F 
問い合せ｜090-5124-6807／kitalicite-doi@yamane-e.com
開館時間｜イベント時
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今昔ジャポニスムB

5/6（水）～5/16（土）13:00–20:00

現代の「和」とは何かをテーマに、日本文化の流れを感じられ
る若手作家たちの作品展示より提案していきます。

日本文化

Links（リンクス）

住所｜大阪市中央区北浜1-5-8　株式会社宣成社1F2F
問い合せ｜090-6032-3560 eno@senseisha.co.jp
開館時間｜13:00～20:00（不定休）

フラットまちライブラリーB

住所｜大阪市東成区中本3-10-2

♭（フラット）は「クリエイティブシェア」を実践するスペースで
す。イベントも開催予定、詳細はFBをご確認ください。

熊沢誠『私の労働研究』読書会 B

5月10日（日）15:00–17:00（見学会は14:00–）

労働経済の泰斗、熊沢誠氏の最新刊をテキストに、2回にわ
けて読書会を開催します。第1回は「映画と本」本書の5章と6
章。著書の割引販売、見学会あり。定員15名、見学会は10名
チューター｜阿久沢悦子（朝日新聞記者）
申込｜lib@shaunkyo.jp または06-6947-7722

エル・ライブラリー
住所｜大阪市中央区北浜東3-14　エル・おおさか（府立労働センター）4階
問い合せ｜06-6809-2545／ tenma@machilibrary.com
開館時間｜平日火曜～土曜10:00-17:00　第1、3金曜20:00まで　
5月2日休館

1950年代幻灯上映会B

5月1日（金）18:30–20:00

上映予定作品「松川事件1951」「野ばら」「山はおれたちのも
のだ」「平和のかけ橋 李徳全女史来訪記録」貴重な記録であ
り、様々なジャンルで活躍したアーティストが製作した作品。
カタリスト｜鷲谷花
申込｜lib@shaunkyo.jp または06-6947-7722

エル・ライブラリー
住所｜大阪市中央区北浜東3-14　エル・おおさか（府立労働センター）4階
問い合せ｜06-6809-2545／ tenma@machilibrary.com
開館時間｜平日火曜～土曜10:00-17:00　第1、3金曜20:00まで　
5月2日休館

港を舞台にした小説C

C

4月18日（土）～5月17日（日）

「港」を舞台にした小説（大人向け、子ども向けどちらでも可）
を来館者から募集します。図書館にあるものは、今後図書展
示を行う予定です。
申込｜不要

港を舞台にした小説

大阪市立港図書館
住所｜大阪市港区弁天2-1-5
問い合せ｜06-6576-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業 春のこども会C

4月25日（土）10:30–11:30

絵本の読み聞かせやパネルシアターなどを開催します。出演
は「絵本の会みなと」のみなさん。当日先着40名まで。
申込｜不要

大阪市立港図書館
住所｜大阪市港区弁天2-1-5
問い合せ｜06-6576-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

読書会拡大版

大阪市
中央東西

C

4月21日（火）10:30–12:00

参加者がそれぞれおすすめの本を持ち寄って、そのすばらしさ
を語り合います。当日先着10名まで。
申込｜不要

おすすめ本

大阪市立此花図書館（会場：此花区民ホール）
住所｜大阪市此花区四貫島1-1-18
問い合せ｜06-6463-3463
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
春のこども会

C

4月25日（土）10:30–11:30

大型絵本の読み聞かせや紙芝居など、何が出てくるかおたの
しみに。出演は、「此花図書館絵本の会」のみなさん。当日先
着30名まで。
申込｜不要

大阪市立此花図書館
住所｜大阪市此花区四貫島1-1-18
問い合せ｜06-6463-3463
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
春のおはなし会

C

4月25日（土）14:00–15:00

おはなしサークル｢どんぐりん｣による、人形劇やパネルシア
ターなど、楽しさいっぱいの催しです。当日先着100名まで。
申込｜不要

大阪市立旭図書館
住所｜大阪市旭区中宮1-11-14
問い合せ｜06-6955-0307
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
春のこども会

C

4月26日（日）14:00–15:00

人形劇のほか、パネルシアター、大型絵本の読み聞かせなど、
楽しいプログラムがいっぱいです。出演は「城東絵本の会」の
みなさん。当日先着50名まで。
申込｜不要

大阪市立城東図書館
住所｜大阪市城東区新喜多東1-1-7
問い合せ｜06-6963-5680
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
ちいさな子のためのおたのしみ会

C

4月25日（土）11:00–11:30

絵本の読み聞かせやパネルシアターなど、4歳以下の乳幼児
が楽しめるプログラムですが、どなたでも参加いただけます。
出演は「絵本の会鶴見」のみなさん。当日先着80名まで。
申込｜不要

大阪市立鶴見図書館
住所｜大阪市鶴見区横堤5-3-15
問い合せ｜06-6913-0772
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
でんでんむしのお話会ーストーリーテリングの会

C

4月25日（土）14:30–15:00

むかしばなしを素語りするストーリーテリングを行います。
じっくりと聞いてもらうため5歳以上の子どもが対象。出演は
鶴見おはなしサークル「でんでんむし」。当日先着50名まで。
申込｜不要

大阪市立鶴見図書館
住所｜大阪市鶴見区横堤5-3-15
問い合せ｜06-6913-0772
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
キッズシアターかみふうせんのおたのしみ会

C

4月25日（土）10:10–11:00

絵本の読み聞かせや人形劇などが、音楽とともに繰り広げら
れます。出演は「キッズシアターかみふうせん」のみなさん。当日
先着80名まで。
申込｜不要

大阪市立平野図書館
住所｜大阪市平野区平野東1-8-2
問い合せ｜06-6793-0881
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
大人のためのお話会ー４周年記念

C

4月22日（水）14:00–15:00

大人も楽しめる昔話や物語を語ります。おはなしの世界を
たっぷりと楽しんでください。出演は「なにわ語り部の会」のみ
なさん。当日先着20名まで。
申込｜不要

大阪市立平野図書館
住所｜大阪市平野区平野東1-8-2
問い合せ｜06-6793-0881
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

大阪ブックフェスタコーナーC

4月18日（土）～5月17日（日）

スタンプラリー用スタンプ、ブックフェスタノートを設置しま
す。ノートにはブックフェスタや図書展示の感想、おすすめ本
の紹介、おすすめ本を読んだ感想など、自由に書き込んでく
ださい。
申込｜不要

大阪市立都島図書館
住所｜大阪市都島区中野町2-16-25
問い合せ｜06-6354-3229
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子供読書の日記念事業
ひまわりの会の春のわくわくこども会

C

4月18日（土）14:00–15:00

絵本や紙芝居の読み聞かせ、パネルシアターや指人形などを
みんなで楽しみましょう。出演は「ひまわりの会」。当日先着40
名まで。
申込｜不要

大阪市立大正図書館（会場：大正コミュニティセンター）
住所｜大阪市大正区千島2-6-15
問い合せ｜06-6552-1116
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

まちライブラリー開所の会（仮）C

4/18（土）未定

まちライブラリーの開所式を行います。まちライブラリーの礒
井からお話をさせていただいたあと、みんなで持ち寄った本を
紹介しあいます。
カタリスト｜猪谷勇三　礒井純充 ほか
申込｜まちライブラリーFacebook

未定

まちライブラリー＠いのこうの家
住所｜大阪市旭区赤川1-9-9
問い合せ｜06-6921-0005
開館時間｜4/18（土）5/1（金）5/2（土）5/8（金）5/9日（土）5/15（金）5/16（土）10：00-18：00

もちよりBOOKマーケットB

住所｜大阪府大阪市北区豊崎6-6-4

豊崎神社で食べ物や雑貨が並ぶマルシェが開催されます。人
にあげたくなるほどおすすめの本を1～2冊もちより境内に展
示、マルシェ時間中に読むこともできます。

人にあげたいなるほどのオススメ本や冊子

カタリスト｜山内美陽子
申込｜greengoodlink@gmail.com

豊崎神社

5/17（日）10:00–14:00

（ワークショップ）甲冑に触れてみようB

5/4（月）13:00–15:00

日本の甲冑の変化を学び、最終形と言われる「当世具足」（複
製）に触れる体験講座。歴史を辿り、戦国の人々の戦いの装
いに触れてみませんか。
カタリスト｜小川流水
申込｜まちライブラリーFacebook

甲冑                

 KITA LI CITE（キタリシテ）

貴方を武士の世界へと誘いますB

5/9（土）14:00–16:00

日本の歴史に実在した「武士」を本を通して紹介します。実際
に本から飛び出したかのように侍が登場し、目の前で立ち回
りも披露します。
カタリスト｜野内花峰（助太刀屋十八番）
申込｜まちライブラリーFacebookもしくは問合せ先まで

武士、侍、刀が登場する歴史に関する本

 KITA LI CITE（キタリシテ）

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12  Y’sピア北浜 5F 
問い合せ｜090-5124-6807／kitalicite-doi@yamane-e.com
開館時間｜イベント時

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12  Y’sピア北浜 5F 
問い合せ｜090-5124-6807／kitalicite-doi@yamane-e.com
開館時間｜イベント時

北浜物語 其ノ壱「道修町から見た北浜」B

5/16（土）13:00–15:00

船場として一括りに見える道修町、北浜…各々の個性を生え
抜きのなにわことばで三島氏が語り、この町のアイデンティ
ティに想いを馳せる。
カタリスト｜三島佑一（天王寺大学 名誉教授・船場大阪を語る会 会長）　井村身恒（オダサク倶楽部 代表）
申込｜まちライブラリーFacebookもしくは問合せ先まで

北浜、船場、道修町など大阪本

 KITA LI CITE（キタリシテ）
住所｜大阪市中央区北浜1-1-12  Y’sピア北浜 5F 
問い合せ｜090-5124-6807／kitalicite-doi@yamane-e.com
開館時間｜イベント時

古本屋さるやみ堂B

住所｜大阪市中央区谷町7-2-14 サル・ビル1階
問い合せ｜06-6770-5269
開館時間｜13:00-19:00　日月祝休

小商い連続講座「ひとり出版社の作り方」（仮）B

「ひとり出版社」と呼ばれ、尖ったテーマを扱う個性的で小規
模な出版社が増えています。「ひとり出版社」をされている方を
ゲストにお迎えしたトークイベントです。
申込｜http://ourai.jimdo.com/
開催場所をご確認ください

5/17（日）13:00–16:00

「からほり帖」を作ろうB

「からほり帖」は「わたしのマチオモイ帖」展のために作った、
空堀の想い出を自由に書き込める手帳です。まち歩きをしな
がら「からほり帖」を作るワークショップを開催。
申込｜http://karahori-musubi.jimdo.com/  

コワーキングスペース往来

5/9（土）、5/10（日）時間未定

ぐりぐり×まちライブラリー＠難波神社B

住所｜大阪市中央区博労町4-1-3
開館時間｜（スタンプラリー不参加）

毎月第二土曜、難波神社で開催している「大阪ぐりぐりマル
シェ」。そこに、食や農、みどりに関する本を一冊持ち寄り、紹
介しましょう。

おすすめ。影響をうけた「食べ物」や「みどり」関係の本

カタリスト｜山内美陽子
申込｜まちライブラリーFacebook

難波神社

5/9（土）10:00–16:30

zine部の部室B

住所｜大阪市中央区谷町6-5-26 複合文化施設「萌」２階
問い合せ｜06-6796-8834 ourai@adash.or.jp
開館時間｜11:00-19:00　水曜休

住所｜大阪市中央区谷町6-5-26 複合文化施設「萌」２階
問い合せ｜06-6796-8834 ourai@adash.or.jp
開館時間｜11:00-19:00　水曜休

好きな写真やイラスト、言葉、コラージュなどでオリジナルの
zineを作ってみませんか？２時間でも終日でも、好きな時間で
ご参加いただけます。
カタリスト｜zine部
申込｜http://ourai.jimdo.com/himakatsu/zine/              

コワーキングスペース往来

5/10（日）12:00–18:00

この本に出会って自分の人生が変わった、この本のおかげで
楽になった、そんな本を参加者でシェアをしあう会です。
申込｜まちライブラリーFacebook

人生を変えるカフェB

おとなの寺子屋
住所｜大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング107
開館時間｜イベント時のみ対応

4/20（月）19:00–20:00

自分の人生を変えた一冊

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12  Y’sピア北浜 5F 
問い合せ｜090-5124-6807／kitalicite-doi@yamane-e.com
開館時間｜イベント時

日本の音を語ろうB

4/29（水）13:00–15:00

日本の伝統音楽や風物の音を聴いて、イメージする文章や本
について考えます。また、参加者が持参した本をもとにこだわ
りの音を紹介し合いましょう。
カタリスト｜土井博子（KITA LI CITE主宰）
申込｜まちライブラリーFacebookもしくは問合せ先まで

音に関する本

 KITA LI CITE（キタリシテ）

『ヘビオの動物折り紙』刊行記念 
玉村ヘビオイラスト展＆5分似顔絵スケッチ

C

4月18日（土）～5月6日（水）

普段は絵を描くことを仕事としているイラストレーターのヘビ
オさんがイラスト展を開催。在廊中には、ヘビオさんが似顔絵
を描いてくれます！詳細はBlogページで。
http://www.standardbookstore.com/
申込｜スタンダードブックストア心斎橋Blogページから

スタンダードブックストア心斎橋
住所｜中央区西心斎橋2丁目2-12 クリスタグランドビル1FBF
問い合せ｜06-6484-2239
開館時間｜月～土11:00-22:30　日・祝11:00-22:00

いとしのポリネシアC

4/18（土）17:00–19:30

「ティプア」はマオリ語、ウィティ・イヒマエラ著『クジラの島の
少女』に登場します。ポリネシアに想いをはせましょう。タヒチ
の名物料理「ポアソンクリュ」をご用意します！
カタリスト｜小野良之・千佐子
申込｜まちライブラリーFacebook

ポリネシアまたは南太平洋

ファレ＊ティプア
住所｜天王寺区味原町2-5　オノマンション103号
問い合せ｜06-6761-8799／info@tipua.jp     
開館時間｜水～土13:00-18:00　祝日休

子ども読書の日記念事業 おはなしびっくり箱C

4月19日（日）14:00–15:00

「第4回OneBookOneOSAKA～大阪の1冊の絵本～」の絵
本の読み聞かせ、おはなし組み木などのプログラムを開催。出
演は「絵本の会東成」。当日先着100名まで。
申込｜不要

大阪市立東成図書館
住所｜大阪市東成区大今里西3-2-17
問い合せ｜06-6972-0727
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

闘病記ライブラリーC

4/18（土）～5/17（日）13:00–17:00（土日除く）

がん患者支援２４時間チャリティーイベント「リレー・フォー・
ライフ・ジャパン」に参加している「チーム闘病記」です。「闘
病」をテーマに本を寄ちより情報交換やコミュニティーの場に
しましょう。
申込｜不要

星湖舎
住所｜大阪市天王寺区上汐3-6-14 末広ビル 3F
問い合せ｜http://seikosya.cdx.jp
開館時間｜イベント時のみ

子ども読書の日記念事業 春のこども会C

4月25日（土）13:30–15:00

かみしばい、大型絵本、パネルシアターなどたのしいプログラ
ムがもりだくさん！出演は「絵本の会島之内」のみなさん。当日
先着40名まで。
申込｜不要

大阪市立島之内図書館
住所｜大阪市中央区島之内2-12-31
問い合せ｜06-6211-3645
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

読書会拡大版「わたしのOne Book」C

4月23日（木）15:30–16:30

閲覧室からお気に入りの本を会議室に持ってきて、お互いに
紹介しあいましょう。｢おもしろそう｣と思った本は、どんどん借
りていってください！
申込｜不要

おすすめ本

大阪市立浪速図書館
住所｜大阪市浪速区敷津西1-5-23
問い合せ｜06-6632-4946
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業 作って、あそんで、人形劇C

4月25日（土）14:00–15:30

かんたんな人形｢パクパクペンギン｣を作って、みんなで人形
劇を楽しみましょう。事前申込先着順20名まで。6歳以下の
方は大人とご参加ください。
申込｜4月3日（金）10：00から来館または電話06-6632-4946

大阪市立浪速図書館
住所｜大阪市浪速区敷津西1-5-23
問い合せ｜06-6632-4946
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
まじょ魔女のわくわくおはなし会

C

4月26日（日）14:00–15:00

おはなしの会「まじょ魔女」によるおたのしみ会です。みんなで
絵本などを楽しみましょう。13：30開場。当日先着80名まで。
申込｜不要

大阪市立中央図書館
住所｜大阪市西区北堀江4-3-2
問い合せ｜06-6539-3300
開館時間｜月～金 9:15-20:30　土日祝休 9:15-17:00　
休館日第１・３木曜
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見学無料 無料
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無料

無料

無料
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わたしのイチ押し本はこれ！C

5月2日（土）10:30–11:30

おすすめの1冊を持ち寄り、好きな箇所を朗読しませんか。イ
チ押しのポイントをPOPに仕上げて、後日、島之内図書館に
展示します。当日先着10名まで。
申込｜不要

大阪市立島之内図書館
住所｜大阪市中央区島之内2-12-31
問い合せ｜06-6211-3645
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

ビートルズを語ろう！ヤァ！ヤァ！ヤァ！
～「大人の遠足」編

C

5/3（日）10:00–12:00（グラスまちライブラリー）、15：00～17：00（C flat）

ビートルズや音楽関連の本・CD・レコードを持ち寄り盛り上が
ろう！大人の遠足」企画。集合場所は要確認。
申込｜まちライブラリーFacebook

ビートルズ、音楽、旅

グラスまちライブラリー、C Flat

住所｜C Flat：中央区南船場3丁目10-28
問い合せ｜06-6241-0246／freespace.cflat@gmail.com
開館時間｜月～土12:00-21:00　日祝12:00-17:00

本、仕事、人生～私の「仕事観」を変えたこの1冊C

5/17（土）13:00–15:00

出張古書店がオープン！「働く」「仕事」「職業」をテーマに本
が並びます。オープンを記念しイベントを開催、ご自身のイチオ
シ本をご持参ください。
申込｜メール（o�ce@adash.or.jp）に申込・タイトルに「まちライブラリーイベ
ント参加希望」・本文に、氏名、年齢、電話番号を記載

「働く」「仕事」「職業」に関する本

おすすめ本

Áワーク創造館（大阪地域職業訓練センター）
住所｜浪速区木津川２丁目３-８
問い合せ｜06-6562-0410
開館時間｜月～土9:30-17:30       

関西自費出版文化の輝きC

5/3（日）～5/5（火）10:30–18:00

関西で出版されている自費出版が一堂に集められます。「戦
争体験記」「自分史」「文芸」「写真集」「絵本」さまざまなジャ
ンルの本が並びます。セミナーも開催（有料）詳細はこちら
http://seikosya.cdx.jp
申込｜不要

近鉄文化サロン
住所｜天王寺区上本町6-1-55 近鉄百貨店上本町店10階「近鉄文化サロン」（教室1＆2）
開館時間｜イベント時のみ

絵本deつながろ！ママのための元気になれるよみきかせ交流会C

5月8日（金）10:00–11:40

ママがもっと絵本を楽しめるように、絵本選びのコツや絵本の
楽しみ方を紹介します。事前申込先着順15名まで。対象：0～
5才の子どもをもつお母さん
申込｜4月10日（金）10：00から受付、来館または電話06-6972-0727

ママが元気になれる絵本

大阪市立東成図書館
住所｜大阪市東成区大今里西3-2-17
問い合せ｜06-6972-0727
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

読書交流会C

5月10日（日）10:00–12:00

おすすめ本をもちより、紹介しあうイベントです。親子参加も
可能です（５歳以上～）。事前申込80名まで。申込開始日など
詳細は図書館ホームページで公開。
カタリスト｜未定
申込｜図書館ホームページ、来館、電話06-6539-3301

おすすめ本

大阪市立中央図書館
住所｜大阪市西区北堀江4-3-2
問い合せ｜06-6539-3300
開館時間｜月～金 9:15-20:30　土日祝休 9:15-17:00　休館日第１・３木曜

子ども読書の日記念事業
令丈ヒロ子講演会「一冊の本ができるまで」

C

5月3日（日）13:30–15:00

「若おかみは小学生！」シリーズなどで大人気の作家令丈ヒロ
子さんに、本ができるまでの秘密をお話しいただきます。13時
開場。当日先着300名まで。
申込｜不要

大阪市立中央図書館
住所｜大阪市西区北堀江4-3-2
問い合せ｜06-6539-3300
開館時間｜月～金 9:15-20:30　土日祝休 9:15-17:00　
休館日第１・３木曜

FLOAT図書室C

住所｜西区安治川2丁目1-28 安治川倉庫 FLOAT
問い合せ｜http://float.chochopin.net/
開館時間｜5/10（日）13:00-21:00

まちライブラリー＠浪速区役所C

住所｜浪速区敷津東1-4-20（浪速区役所6階）
問い合せ｜06-6649-0345／mcnaniwa@gmail.com
開館時間｜月～金9:30-17:00

なにわ区まちづくりセンター内にできたまちライブラリー。まちづくりや、大阪を
テーマにした本があります。イベントも開催予定、詳細はFBをご確認ください。

FLOAT図書室は、複数のひとが持ち寄ったお薦めの本を貸し
借りできる本棚です。

エンジェル・スマイルD

4/18（土）4/28（火）5/1（金）5/11（月）13:00–18:00

絵本の読み聞かせと、心育をテーマにしたシリーズイベントで
す。笑顔のコミニケーション術、元気な体づくりとは、笑顔の子
育て方法とは、楽しい幼児教育とは、などのテーマを予定。
申込｜まちライブラリーFacebook

身体・心に関する本

まちライブラリー＠Rainbowエンジェル
住所｜大阪府大阪市住之江区浜口西1-11-1 メゾンジュエ301
開館時間｜イベント時のみ対応

もものこぶんこ24時間開館DAYD

4/25（土）13:00～4/26（日）13:00

4月25日（土）13:00～4月26日（日）13:00まで開館する「よ
ふかしぶんこ」。いつ来ても、いつ帰ってもOK。ご自由に本をお
楽しみください。（読書空間としての開館です。ぶんこ内での就
寝はご遠慮ください。）
申込｜不要

もものこぶんこ
住所｜大阪市阿倍野区阪南町1-30-52
問い合せ｜negibasan@kiwamari.org
開館時間｜土13:00-17:00（第3土除く）　火16:00-18:00

もものこぶんこの「声に出す読書会」D

4月19日（日）14:00–15:30

大阪市立阿倍野図書館
住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋4－19－118
問い合せ｜06-6656-1009
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

一会 おはなし会と絵本展D

4/18（土）5/16（土)14:00–15:30

季節の絵本の読みきかせや、手遊び、パネルシアターなど、楽
しいお話会です（30分程度）。お話会の後は、絵本を自由に見
ていただけます。貸出も可能です。
カタリスト｜もものこぶんこ
申込｜不要

「一会」
住所｜大阪市阿倍野区阪南町3-21-25
問い合せ｜negibasan@kiwamari.org      

子ども読書の日記念事業
春のおはなし大会

D

4月25日（土）11:00–12:00、15:00–16:00

絵本やおはなしなどで楽しい時間を過ごしましょう。出演は、
「住吉絵本の会」「くすのき」のみなさん。各回とも当日先着50
名まで。
申込｜不要

大阪市立住吉図書館
住所｜大阪市住吉区南住吉3-15-57
問い合せ｜06-6606-4946
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業 春の子ども会D

4月25日（土）14:00–15:00

大型絵本や紙芝居、エプロンシアターなど、たのしいおはなし
がいっぱいです。出演は「あじさいブッククラブ」のみなさん。当
日先着60名まで。
申込｜不要

大阪市立生野図書館
住所｜大阪市生野区勝山南4-7-11
問い合せ｜06-6717-2381
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

この本いいね！D

5月1日（金）～6月30日（火）

西成図書館読書会の開催300回を記念して、これまでに取り
上げたテキストから選んで図書展示をし、感想コメントも紹介
します。「あなたのおすすめの1冊」も募集します。
申込｜不要

大阪市立西成図書館
住所｜大阪市西成区岸里1-1-50
問い合せ｜06-6659-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
えほんであそぼ！

D

4月18日（土）14:00–15:00

大型絵本を読んだり、パネルシアターを上演したりします。み
んなでおはなしの世界に行きましょう。当日先着80名まで。
申込｜不要

大阪市立住之江図書館（会場：住之江会館）
住所｜大阪市住之江区南加賀屋3-1-20
問い合せ｜06-6683-2788
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
おおきな大きなおたのしみ会

D

4月18日、4月25日、5月2日（土）11:00–

絵本や歌あそび、パネルシアターなどのプログラムを、ボラン
ティアグループのみなさんが用意してお待ちします。各日とも、
当日先着50名まで。
申込｜不要

大阪市立阿倍野図書館
住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋4－19－118
問い合せ｜06-6656-1009
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

谷町空庭 米粉LOVERSのレシピブック」
イラスト＆マルシェバッグ展

D

4/25（土）～5/3（日）13:00–19:00（最終日17:00）

「米粉LOVERS」のオリジナルレシピをイラストレーターMON
の楽しいイラストで紹介するミニブックの出版を記念し、原画
やトートバックの展示、米粉イベントも開催。
申込｜展示見学は予約等不要
ワークショップ、イベントの詳細 http://ashitanohako.com/hako/

ギャラリーあしたの箱
住所｜大阪市西成区岸里東1丁目6-7
問い合せ｜06-6659-8892／info@ashitanohako.com
開館時間｜4/25（土）～5/3（日）13:00-19:00（最終日17:00）、
5/9（土）～5/17（日）時間未定

もものこぶんこ活動報告会D

4/26（日）16:00–17:30

もものこぶんこの平成26年度の活動を振り返ります。また、来
る平成27年度にもものこぶんこでやってみたいことも、わきあ
いあいと語り合えたらと思います。
カタリスト｜河野美苗
申込｜http://momobun.kiwamari.org/

おすすめ本

もものこぶんこ
住所｜大阪市阿倍野区阪南町1-30-52
問い合せ｜negibasan@kiwamari.org
開館時間｜土13:00-17:00（第3土除く）　火16:00-18:00

感動した人の生き様について語ろうD

4/29（水）13:00–15:00

「感動した人の生き様」をテーマにそれぞれが本を持ち寄り
お互いに紹介しあいます。人生のことをいろいろお話しませ
んか？
カタリスト｜木村皓一
申込｜不要

感動した人の生き様

「もものこぶんこ」のメンバーと一緒に阿倍野図書館を探検
し、声に出して読んでみたい本を見つけましょう。当日先着10
名まで。
申込｜不要

ヤングコーナーの本

あなたがつくる図書館福袋D

4月18日（土）～5月17日（日）

大阪市立住之江図書館
住所｜大阪市住之江区南加賀屋3-1-20
問い合せ｜06-6683-2788
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

家に帰って袋を開けるまで、何を借りたのかわからない図書
館福袋。今回は利用者の皆様に本を選んでいただきました。
展示本がなくなり次第終了します。
申込｜不要

おすすめ本

「つながる ひろがる 本の森」展D

4月1日（水）～5月31日（日）

大阪市立生野図書館
住所｜大阪市生野区勝山南4-7-11
問い合せ｜06-6717-2381
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

おすすめ本とコメント・カードを募集し、展示します。読んで
「おもしろい！」と思ったら、コメントに“いいね！”シールをはっ
てください。あなたのおすすめ本をお待ちしています。
申込｜不要

おすすめ本 おすすめ本

まちライブラリー＠一乗会
住所｜大阪市東住吉区北田辺 6丁目7-20
問い合せ｜06-6623-0146
開館時間｜イベント時のみ対応

D 大阪市内
南

読書交流会「本を聴こう 音を語ろう」C

5月16日（土）15:00–17:00

音楽について書かれたおすすめの本やマンガはありますか？
お気に入りの本と、そこに書かれていた音楽を持ち寄って、そ
の魅力を熱く語り合いましょう。事前申込10名まで。
申込｜06-6955-0307

音楽に関するおすすめ本

大阪市立旭図書館
住所｜大阪市旭区中宮1-11-14
問い合せ｜06-6955-0307
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

読書会拡大版「これが私の好きな本！」C

5月14日（木）10:00–12:00

参加者がおすすめの本を持ち寄り、それぞれ本の紹介をしま
す。1冊の本をきっかけにいろんな出会いを楽しんでみません
か？当日先着12名まで。
申込｜不要

おすすめ本

大阪市立城東図書館
住所｜大阪市城東区新喜多東1-1-7
問い合せ｜06-6963-5680
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

読書交流会C

5月6日（水）10:30–12:00

おすすめの本を持ち寄って、紹介したりすきなセリフを読んだ
り登場人物への愛を語ったり、自由に交流を深めましょう。当
日先着15名まで。
申込｜不要

おすすめの本

大阪市立鶴見図書館
住所｜大阪市鶴見区横堤5-3-15
問い合せ｜06-6913-0772
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

声に出して読んでみよう
～語ってよ、あなたの愛しい一文を

C

5月10日（日）14:00–15:30

「このせりふが好き」、「ここの文章がいい」という本はありませ
んか？本を持ち寄り、お気に入りの部分を音読して披露しま
しょう！定員10名まで。
申込｜06-6793-0881

大阪市立平野図書館
住所｜大阪市平野区平野東1-8-2
問い合せ｜06-6793-0881
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
絵本と遊ぼう！ふぁいと春のスペシャル版

C

5月1日（金）14:00–14:45

「都島絵本の会ふぁいと」の皆さんによるおたのしみ会。絵本
の読み聞かせや手遊びなど、楽しい演目を予定。赤ちゃんから
5歳くらいまでのお子さん対象。
申込｜不要

大阪市立都島図書館
住所｜大阪市都島区中野町2-16-25
問い合せ｜06-6354-3229
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

本の海～大正で知る沖縄～C

5月3日（日）14:00–16:30

沖縄関係資料を積極的に収集し約1,300冊を所蔵。沖縄の
工芸や写真集を展示をし、あわせて沖縄と大正に関する【ひ
と・こと～人・コト】カードを募集します。
申込｜不要

沖縄

大阪市立大正図書館
住所｜大阪市大正区千島2-6-15
問い合せ｜06-6552-1116
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

森林の環境から木の家の建て方や住まい方を考えるC

5/9（土）午後

ランチセミナー形式で、山の話、針葉樹や広葉樹の説明製材
の仕方、丸太と製材された材木など初歩の木の家の建て方、
住まい方をお話します。
カタリスト｜猪谷勇三
申込｜未定

木、森、山に関する本

まちライブラリー＠いのこうの家
住所｜大阪市旭区赤川1-9-9
問い合せ｜06-6921-0005
開館時間｜4/18（土）5/1（金）5/2（土）5/8（金）5/9日（土）5/15（金）5/16（土）10：00-18：00

おすすめ本（コミック除く）

コミュニティカフェ からをと2周年
オープンハウス＆バル

C

4月29日（水）11:00–22:30（３部制）

テーマは【そば打ち・利き酒・大阪ゲーム】…美味しい料理と
打ちたてのお蕎麦をアテに、関西の名酒５種を飲み比べ！か
らをと謹製ボードゲーム（試作版）が初披露目！（要予約）
申込｜http://karawoto.org/2thanniversary.html

コミュニティカフェからをと
住所｜大阪市生野区鶴橋1丁目7-3
問い合せ｜080-5634-9720
開館時間｜イベント時のみ

子ども読書の日記念事業
ぼちぼちのおはなし会+ミニ絵本展

D

4月25日（土）15:00–15:45

おはなし会で大型絵本やパネルシアター等をするほか、会場
にすてきな絵本を揃えてミニ絵本展も行います。ミニ絵本展は
13:00から16:00まで。おはなし会は当日先着40名まで。
申込｜不要

大阪市立天王寺図書館
住所｜大阪市天王寺区上之宮町4-47
問い合せ｜06-6771-2840
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

子ども読書の日記念事業
春のおはなし会「えほんのなかにもきせつがある」

D

4月29日（水）14:00–15:00

はる・なつ・あき・ふゆ、季節を絵本の読み聞かせで楽しむお
はなし会です。出演はボランティアグループ「赤ずきん」「ドロッ
プス」。当日先着50名まで。
申込｜不要

大阪市立東住吉図書館（会場：東住吉会館）
住所｜大阪市東住吉区東田辺2-11-28
問い合せ｜06-6699-7000
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

勝手に一箱店長＠居留守文庫D

4/18（土）～5/6（水）10:00–19：00（火曜日休）

参加型の古書販売企画。各自の設定するテーマにそって、居
留守文庫の棚から20～30冊の本を収集し、一箱につめ込
み、居留守文庫が販売、参加者に各箱の売上の10%を支払
います。（お申込みは4/17まで）
申込｜電話：06-6654-3932（居留守文庫）／irusubunko@gmail.com
http://irusubunko.com/

居留守文庫
住所｜大阪市阿倍野区文の里3-4-29
問い合せ｜ 06-6654-3932
開館時間｜10:00-19:00　火曜日休み（臨時休業あり）

これ読んでみて～みんなのおススメ本はこれだ！D

4月17日（金）～5月20日（水）

大阪市立東住吉図書館
住所｜大阪市東住吉区東田辺2-11-28
問い合せ｜06-6699-7000
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

みなさんからいただいたおススメ本カードを展示コーナーに
掲示します。こだわりのポイントが書かれているので、素敵な
本と出会えるチャンスです。
申込｜不要

おすすめ本（コミックは除く）

子ども読書の日記念事業
るんるん絵本のひろば

D

4月25日（土）11:00–11:45

ボランティアグループ「るんるん」のみなさんが、絵本の読み聞
かせや紙芝居などをする楽しいおたのしみ会。当日先着20名
まで。
申込｜不要

大阪市立西成図書館（会場：西成区民センター）
住所｜大阪市西成区岸里1-1-50
問い合せ｜06-6659-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜
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無料

無料

無料 無料

無料

無料

実費（400円～）

無料

無料

500円

無料

無料3,000円

未定500円程度（懇親会費）

未定
1,000円

無料

500円まで

無料

持ち物として
ランチジャーポットと薬味

無料

1,000円

未定

無料

出汁材料費
（500円程）

500円 懇親会含む3,000円

無料 無料 1,000円（ワンドリンク・ワンフード付）

古本大吉堂D

住所｜大阪市住吉区遠里小野5-3-1
問い合せ｜090-9619-2378
開館時間｜11:00-19:00（不定休）

児童書、小説、絵本など物語の本を中心にした古本屋です。
駄菓子屋のような古本屋を目指しています。

八尾市立図書館E
住所｜八尾市本町2-2-8
問い合せ｜072-993-3606
開館時間｜火日祝10:00-17:00　水木金土10:00-19:00

堺市立北図書館E
住所｜堺市北区新金岡町5-1-4
問い合せ｜072-258-6850
開館時間｜火～金10:00-20:00　土日祝10:00-18:00

堺市立西図書館E
住所｜堺市西区鳳南町4-444-1
問い合せ｜072-271-2032
開館時間｜火～金10:00-20:00　土日祝10:00-18:00

大長編小説を語りましょう。E

5/1（金）15:00–16:30

大長編小説を、読み終わった達成感は格別、ワイワイと語り
合いましょう。大長編の目安。文庫本で5巻、コミックならば
10巻程度以上。
カタリスト｜小山輝芳
申込｜まちライブラリーFacebook

大長編小説・コミック 国内・海外・ジャンル不問 シリーズ物可

大阪府立中央図書館ホンノワまちライブラリー
住所｜東大阪市荒本北1-2-1
問い合せ｜06-6745-0170
開館時間｜火～金 9:00-19:00　土日祝・休日午前9:00-17:00　月・第2木曜休館

最長仕込み3時間？
お粥ピクニックライブラリー＆ヨガ

E

4/26（日）11:30–14:00

ランチジャーポットdeお粥を持ち寄り、瓶詰の薬味を紹介しながら分け合っ
たりしながらライブラリーする、お粥と薬味もちよりピクニックライブラリー。
カタリスト｜小城ルミ・古藤房江　申込｜まちライブラリーFacebook

薬味やお粥の本

グラスまちライブラリー

グラスまちライブラリー

78歳の今でも小学校の野球チームに参加し、野球とは、ス
ポーツ精神とはを現役で教る野球愛好家の順二さんと語りま
せんか？その他イベント開催予定。
カタリスト｜古藤順二　申込｜まちライブラリーFacebook

野球（精神論、スポーツ心理学、野球選手）

住所｜阪南市桃の木台 7丁目中央公園
問い合せ｜080-6229-0925／grassmachilibrary@gmail.com
開館時間｜4/26（日）11:30-14:00、5/3（火）10:00-12:00、5/9（土）10:00-12:00、
15:00-17:00、5/16（土）イベント「広大だからこその遊びをしよう」予定あり（詳細はFBへ）

住所｜阪南市桃の木台 7丁目中央公園
問い合せ｜080-6229-0925／grassmachilibrary@gmail.com
開館時間｜4/26（日）11:30-14:00、5/3（火）10:00-12:00、5/9（土）10:00-12:00、
15:00-17:00、5/16（土）イベント「広大だからこその遊びをしよう」予定あり（詳細はFBへ）

民俗文化セミナーE

5/1（金）15:00–16:30

ヨーロッパの人たちが昔むかしの中世よりももっと前から持っ
ている民間伝承の世界の中から幽霊って？「民俗文化」「民間
伝承」ってなんだろう？
カタリスト｜葉田真也
申込｜まちライブラリーFacebook

Ghosts in the Middle Ages

大阪府立中央図書館
住所｜東大阪市荒本北1-2-1
問い合せ｜06-6745-0170
開館時間｜火～金 9:00-19:00　土日祝・休日午前9:00-17:00　月・第2木曜休館

大阪ことばを話そうE

5/1（金）15:00–16:30

「大阪ことば」といっても地域や時代によって変わっていま
す。大阪の独特のことばを参加者のみなさんと研究してみま
しょう。
カタリスト｜おくむらたけすけ
申込｜まちライブラリーFacebook

大阪

大阪府立中央図書館
住所｜東大阪市荒本北1-2-1
問い合せ｜06-6745-0170
開館時間｜火～金 9:00-19:00　土日祝・休日午前9:00-17:00　月・第2木曜休館

OSAKAいろいろ図書館めぐりE

3月13日（金）～6月10日（水）

府立図書館、府内公立図書館の他、類縁機関（専門図書館、
博物館、資料館等）など、府民の皆さんが利用できる多種多
様な図書館や機関を紹介します。
申込｜不要

大阪府立中央図書館
住所｜東大阪市荒本北1-2-1
問い合せ｜06-6745-0170
開館時間｜火～金 9:00-19:00　土日祝・休日午前9:00-17:00　月・第2木曜休館

ものづくり企業のための大人の読書会E

4/23（木）19:00–21:00

MOBIOでは、大阪府立中央図書館と連携して「ものづくり企
業のための大人の読書会」を開催！「企業経営やものづくりに
役立つ“哲学”」をテーマに本を持参し紹介します。
申込｜http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/

MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）
住所｜東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪
問い合せ｜06-6748-1050      
開館時間｜月～金 9:00-18:00

住所｜堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3-1
問い合せ｜072-275-5024／tento@sakai-kfp.info
開館時間｜水金土10:00-15:00　祝日休

まちライブラリー＠なかもず 一周年記念
〈第二回 植本祭〉

E

5/15（水）18:15–20:00

府大生や府大の教職員、その他の社会人の方々で集まり、そ
れぞれの活動や夢を応援し合えるイベントです。夢を語り、
ざっくばらんに話しましょう。
申込｜まちライブラリーFacebook

まちライブラリー＠なかもず
住所｜堺市中区学園町1-1　学術情報センター前ロビー
開館時間｜未定

順二と野球精神論を話そうE

5/9（土）10:00–12:00、15:00–17:00

まちライブラリープラザ「ひといき」クラブ
4/22（水）1回目11:00–12:00　2回目13:00–14:00

ネクタイを女性が持てる袋物にリメイクします。定員5名（先着
順）持参する物…ネクタイ、ソーイングセット。詳しくはお問合
せ下さい。　
申込｜電話またはFAX
（代表）072-275-5024　（FAX）072-243-2222

堺市立健康福祉プラザ
住所｜堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1　堺市立健康福祉プラザ
問い合せ｜072-275-5027
開館時間｜お問合せください

この本あげる その本ちょうだいE

期間中10:00–16:00（無休）

期間中は、本の交換会・進呈会の開催を予定しています。詳
細はFBをご確認ください。
申込｜不要

奥河内くろまろの郷
住所｜河内長野市 高向1218-1
問い合せ｜06-6651-8653／trees@paw.hi-ho.ne.jp
開館時間｜10:00-17:00（無休）

空き箱にデコレーションして
お家でまちライブラリーを始めよう！

E

4/26（日）13:00–15:00

空き箱などにペイントやデコレーションをして、まちライブラ
リーの本箱を作ります。デコレーションしたい箱をご持参下さ
い。こちらで用意する箱やラックをお使い頂けます。
申込｜https://www.facebook.com/honnowasenshyu 

住所｜大阪府泉大津市豊中町1-12-12
問い合せ｜090-8497-0776／n-takashima@lecente.jp
開館時間｜常時

まちライブラリープラザ「ひといき」
第一回公開講座

E

4/18（土）10:30–11:30

「もしがんになったら？－早くみつけて楽に治そう－」というタ
イトルで、大阪府立成人病センターがん予防情報センター疫
学予防課課長の中山富雄先生にお話いただきます。（音声解
説、手話、要約筆記有り）
申込｜http://www.sakai-kfp.info/

堺市立健康福祉プラザ

風景としての街－街はどう描かれたか－E

5/13（水）15:00–16:00

人が都市を風景として見る態度はそれほど古い事ではありま
せん。小説家や詩人の作品を題材に、「街」の風景を見ていき
たいと思います。
カタリスト｜前川真行
申込｜事前申込不要

大阪府立大学 学術情報センター図書館
住所｜堺市中区学園町1番1号
問い合せ｜072-254-9151
開館時間｜学術情報センター図書館開館時間に準ずる

36歳からの不妊症＆母体づくり♡
食養生ワークショップ

E

4/19,4/26,5/3,5/10,5/17　10:00–12:00/14:00–16:00（２部制）

36歳以上の方の不妊治療と健全な母体作りを東洋医学と
食養生の観点から学ぶワークショップ。
家庭にあるもので健康を維持管理する方法を紹介します。
カタリスト｜郷美由貴（鍼灸師、食養指導士）
申込｜まちライブラリーFacebook

＜美療図書館＞まちライブラリー＠biryoushinkyu
住所｜阪府阪南市黒田450-301
問い合せ｜072-425-3661
開館時間｜イベント時のみ

進め！まちライぶらぶら歩きでプレゼントGET大作戦すごろくE

4/18（土）～5/17（日）

まちライブラリーの本箱にすごろくを設置しております。すごろく内、島本
町のラッキーポイントを通過すると非実在プレゼントが飛び出しますヨ。
みんなでつくるライブラリーで本を借りて一緒にゴールを目指しましょう！
カタリスト｜長谷川書店　水無瀬駅前店スタッフ
申込｜http://walkingreader.blog60.fc2.com/

未定

長谷川書店 水無瀬駅前店
住所｜三島郡島本町水無瀬1丁目708
問い合せ｜075-961-1560／utatanebookss@yahoo.co.jp
開館時間｜無休　営業時間 10:00-22:00　土日祝は営業時間を短縮

健康まちライブラリー～「透析」を知ろうE

5/14（木）17:30–18:30

「透析」とはどういうものかというお話を聞いていただいた後、
実際に関西医科大学付属滝井病院透析センターの設備を
見学します。
カタリスト｜関西医科大学附属滝井病院透析センター　センター長　正木浩哉
申込｜まちライブラリーFacebook

楽

関西医科大学附属滝井病院透析センター
住所｜守口市文園町10-15
問い合せ｜06-6992-1001
開館時間｜イベント時のみ

まちライブラリー＠デジャヴE

東南アジアのセレクト料理のお店です。オーナーが集めた各
地のミニコミ誌や普段見られない本がたくさんあります。
イベントも開催予定、詳細はFBをご確認ください。
住所｜茨木市西中条町５-２０ ガルボ茨木１F
問い合せ｜072-622-1238／info@dejavu.asia
開館時間｜12:00-14:30,18:00-22:30

コーヒーを楽しむE

5/8（金）19:30–21:00

池田珈琲が提供する各国の最高品質コーヒーを楽しみな
がら、コーヒーを取り巻く歴史、文化、楽しみ方を考え、体
験する。
カタリスト｜池田繁治
申込｜まちライブラリーFacebook

コーヒー・カフェ

まちライブラリー＠池田珈琲
住所｜枚方市楠葉並木2-26-33
問い合せ｜072－868－1151／info@ikedaco�ee.com
開館時間｜11:00-19:00 木曜休　第3日曜13:00-19:00

神社カフェ asaiku ライブラリーE

4/19（日）9:00–10:30  5/17（日）9:00–10:30

交野天神社（枚方市くずは）で開催している神社カフェasaiku。
各ブースの朝ごはんメニューの横には『asaikuライブラリー』
を設置。特設ブースを設けて座談会を開催。（雨天中止）
カタリスト｜梅原知子・池田繁治
申込｜まちライブラリーFacebook

朝ごはん・食育・コミュニティ

交野天神社（枚方市くずは）
住所｜枚方市 樟葉丘2丁目19-1

その医学常識 ほんと？！E

5/17（日）10:30–12:00

「その医学常識は正しいんやろか」「私はこういう方法で○○
が治った」という体験談をざっくばらんにしてみませんか。本を
通して、人を通して、医療と健康について語り合いましょう。
申込｜まちライブラリーFacebook

医療・健康

まちライブラリー＠茨木下中条寺田接骨院
住所｜茨木市下中条町8-16
問い合せ｜072-621-8888／info@e�cie.com
開館時間｜月金16:00-19:00　火木土9:00-12:00　祝日休

大人の遠足～ワイン畑で食べて・飲んで～E

5/10（日）12:00–14:00

飛鳥ワインのブドウ畑の頂上から南河内地域を見下ろし、和
泉山脈を望んで、大きな心をもって乾杯！（雨天の場合は飛鳥
ワインショールームにて放談（タイトル未定）
申込｜まちライブラリーFacebook

遠足にまつわる本

まちライブラリー＠飛鳥
住所｜羽曳野市飛鳥1104　飛鳥ワイン2Fショールーム
問い合せ｜072-956-2020 
開館時間｜イベント時のみ

図書館の本をつかってE

5/6（水）13:00–15:00

図書館の閲覧室の中から本を選んで紹介し、自由に語り合
いましょう。読書会のようなかっちりしたものでなく、脱線大
歓迎。
申込｜まちライブラリーFacebook

当日発表

堺市立中央図書館
住所｜堺市堺区大仙中町18-1
問い合せ｜072-244-3811
開館時間｜火～金10:00-20:00　土日祝10:00-18:00

泉州「歴史街道」～泉州を語ろう～E

5/15（金）13:00–15:00

日本料理「なにわ」で、泉州の「神社」「寺院」「遺跡」「人物」
「食文化」等を語ります。地産地消の「おむすび＆味噌汁」をご
用意いたします。（限定16名）
申込｜レストラン予約係まで。TEL：072-224-6182（10:00-19:00）

泉州にちなんだ「文化」「神社」「寺院」「遺跡」「人物」「食文化」等

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺
住所｜堺市堺区戎島町4-45-1
開館時間｜イベント時のみ

医療マンガっていいねE

5/13（水）18:00–19:30

医療関係者が出てくるマンガや、患者が主人公のマンガで、お
気に入りのものを紹介しあいましょう。
申込｜まちライブラリーFacebook

医療・健康

まちライブラリー＠茨木西駅前寺田接骨院
住所｜茨木市西駅前町5-16
問い合せ｜072-621-8767／info@e�cie.com
開館時間｜月水金9:00-12:00　火木16:00-19:00　祝日休

文芸とまちの達人二人が
今東光とその舞台・八尾の魅力を語る！

E

5/17（日）14:00–15:00

詳細は直接お問い合わせください。
申込｜未定

今東光（こんとうこう）資料館
住所｜八尾市本町2-2-8（八尾図書館3F）
問い合せ｜072-943-3810
開館時間｜10:00-17:00　月曜休

お薦め本交歓会D

5月16日(土)15:00–16:30

大阪市立天王寺図書館
住所｜大阪市天王寺区上之宮町4-47
問い合せ｜06-6771-2840
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

おすすめの本を持ち寄り、3分でその魅力をアピール。子ども
の本や専門書でも結構です。（本の紹介者は事前申込先着順
10名。語り合い参加者は当日先着20名。）
申込｜紹介者は来館または電話06-6771-2840

おすすめ本

E 大阪府内

子育てママが響く一冊と、美味しい出汁を取る方法E

4/21（火）10:00–12:00

子育てに悩みは尽きませんが、出逢った一冊に救われた…そ
んな方も少なくないのではないでしょうか？その一冊を紹介し
ながら、「出汁」を味わいましょう。
カタリスト｜岡本美奈（SevenStepMusic代表）他、1名
申込｜SevenStepMusic

子育てに悩んだ時に助けられた一冊

茨木Seven Step Music
住所｜茨木市元町7-6　野上ビル２F
問い合せ｜090-9050-2128
開館時間｜月曜～金曜10:00-12:30

わたしのカフェの作り方D

5月日程未定

素人でも一から作れる人気カフェの秘密をOvalのオーナー
が、インテリアデザイナーの久田氏を迎えて語り尽くす。
カタリスト｜久田カズオ（９）・中立公平（クリエイティブディレクター）
申込｜まちライブラリー＠Oval
（まちライブラリーFacebookをご確認ください）

カフェに似合う本

まちライブラリー＠Oval

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-45
開館時間｜まちライブラリー＠Ovalの対応時間に準ずる

大阪で、国際アートフェスティバルを立ち上げるD

5月日程未定

観光と都市とフェスティバルをキーワードに「エディンバラフェ
スティバル」を取り上げ、大阪に国際的なフェスティバル創設
の可能性をみいだす。
カタリスト｜甲賀雅章（大道芸ワールドカップin 静岡プロデューサー）
申込｜まちライブラリー＠Oval（まちライブラリーFacebookをご確認ください）

祭り・フェスティバルに関するもの

まちライブラリー＠Oval

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-45
開館時間｜まちライブラリー＠Ovalの対応時間に準ずる

リーディング「ギリシャ劇」D

5/14（木）19:00–20:00

O�ce Pinecone（パインコーン）による朗読劇です。本屋さん
に並んでいない自費出版の本がご覧いただけます。
申込｜まちライブラリーFacebook

カフェしらかば
住所｜大阪市西成区玉出西2-6-2
開館時間｜イベント時のみ対応

「大人も楽しい子どもの本」読書会D

5/10（日）13:00–15:00

「大人も楽しい子どもの本」をテーマに、絵本や子ども向けよ
みものを持ち寄り、子どもの本の楽しさについて語りましょう。
カタリスト｜河野美苗
申込｜http://momobun.kiwamari.org/

おすすめの子どもの本1冊

もものこぶんこ
住所｜大阪市阿倍野区阪南町1-30-52
問い合せ｜negibasan@kiwamari.org
開館時間｜土13:00-17:00（第3土除く）　火16:00-18:00

読書会拡大版D

5月10日（日）10:30–12:00

大阪市立住吉図書館
住所｜大阪市住吉区南住吉3-15-57
問い合せ｜06-6606-4946
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　
休館日 月曜・第三木曜

「これは面白い!」と思った本（ジャンルを問わず）を1冊ずつ持
ち寄り、本を紹介したり、感想を自由に語ったりしながら、交
流を深めます。当日先着20名まで。
申込｜事前申込不要

おすすめ本

E
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500円

無料

無料

無料

無料

無料

1回500円 交流会1,500円
1日通しチケット3,000円

ドリンク代（実費）

無料

お茶の大学図書館 ビブリオバトルF

4/26（日）14:00–16:00

お茶処京都のさらに奥地「茶源郷」と呼ばれる町「和束町」に
お茶の大学図書館があります。ブックフェスタに「ビブリオバト
ル」を開催！スタンプラリーも。
カタリスト｜三皷由希子・吉田恵美
申込｜まちライブラリーFacebook

緑・みどり

お茶の大学図書館
住所｜相楽郡和束町白栖大狭間35 和束茶カフェ
問い合せ｜0774-78-4180
開館時間｜月～土・日10:00-17:00

ビブリオバトル＋まちライブラリー読書会F

5/16（土）13:30–17:00

ビブリオバトルと、まちライブラリー読書会がコラボします。ど
ちらも本を持ち寄って交流を深めるイベント。本と人を知り、
つながりを楽しむ1日に。
カタリスト｜中津壮人（ビブリオバトル）　小野寺悠介（読書会）
申込｜www.karawoto.org／奈良県立図書情報館

未定

奈良県立図書情報館
住所｜奈良市大安寺西1丁目1000
問い合せ｜info@library.pref.nara.jp／0742-34-2111
開館時間｜9:00-20:00　月曜休

としょつく vol.1～魅力的な本棚をつくる-編集編F

5/9（土）13:00–17:00

図書情報館でつくろう、の「としょつく」。魅力的な本棚をどのよう
につくるか、本のディスプレイのプロである書店員さんに手ほどき
を受けながら一緒に考えます。定員：20名（要申込み・先着順）

百葉箱まちライブラリーはトランク型の移動式まちライブラリー
です。木製のトランクを開ければ新しい世界や興味、関心への扉
が開きます。旅をするように本との出会いをお楽しみください。

カタリスト｜中津壮人（奈良県立図書情報館「としょつく」コミュニティ）
申込｜奈良県立図書情報館

未定

奈良県立図書情報館
住所｜奈良市大安寺西1丁目1000
問い合せ｜info@library.pref.nara.jp／0742-34-2111
開館時間｜9:00-20:00　月曜休

まちの魅力を再発見！つなぐつながるまちライブ
ラリー巡礼ツアー【完全攻略】（仮）

H

4/18（土）-5/17（日）日中・随時実施

大阪＋のまちを散策しながら各地のまちライブラリーをめぐり、
スタンプラリーを集める巡礼ツアー。詳細はFacebookへ。

カタリスト｜おくむらたけすけ・小野寺悠介   
申込｜www.karawoto.org

まちライブラリー  ×  リトル・フリー・ライブラリー　巣箱型本箱設置スポット
ISまちライブラリー
大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル

まちライブラリー＠建築工房櫟（らく）
大阪市中央区内平野町2-1-2　アイエスビル６階

まちライブラリー＠アワヒニ
大阪市中央区船越町1-2-9

まちライブラリー＠リバーサイド天満
大阪市北区天満3-2-2　シャンブルド天満橋

まちライブラリー＠大阪府立大学
大阪市浪速区敷津東2-1-41　南海なんば第1ビル I-siteなんば

ホンノワまちライブラリー
大阪府泉大津市豊中町1-12-12

まちライブラリー＠大和高田はるえ文庫
奈良県大和高田市昭和町3-30

ぜひ、可愛い巣箱型図書館を見にきてください。詳しくはまちライブラリーFacebookへ

ことば蔵 恋のカエボンF

4月18日（土）13:00–15:00

独身の男女が本を持ち寄り交流し、意中の相手と本を交換する
「恋のカエボン」を開催。「ブラック・デー」にちなみ黒い服装で行い
ます。期間中ZINEワークショップやビブリオバトルなども開催予定。
カタリスト｜三皷由希子
申込｜伊丹市立図書館ことば蔵　072-784-8170

ブラック

伊丹市立図書館ことば蔵
住所｜兵庫県伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合せ｜072-784-8170
開館時間｜平日9:30-20:00　土日祝9:30-18:00　月曜休館

知的書評合戦ビブリオバトル テーマ「風」F

5/17（日）13:00–15:00

数名の発表者がテーマ「風」に関するおすすめの本を持ち
寄って5分間でプレゼン合戦を行います。観覧者は「一番読み
たくなった本」に投票し、チャンプ本を決める大人気イベント
です。バトラー＆観覧者募集中！

店名「ひつじ茶房」。動物が出てくる本などが中心です。

店名「hanaみさい」。主婦の興味のある本が置いてあります。

店名「甲南そば」。まちの歴史をテーマにした人とのつながり
をつくるライブラリーです。

店名「cafe tuoli」。写真、美術、音楽、ウクレレ、おもしろ本な
どあります。

店名「fanオカモト」。神戸や東北に関する本を置いています。

好文園ホール。自分の知り合いが載っている本・書いた小説・
お店などを置いてあります。

店名「アリオリオ」。JAZZ、オーディオに関する本を集めてい
ます。

店名「カフェ・ド・ユニーク」。Caféで読みたくなる本を集めて
います。

店名「神戸・岡本 C+ozy Café」。村上春樹に関する本を集
めています。

店名「いしころカフェ」。食、自然、音楽、映画、絵本を集めて
います。

店名「L'accent」。フランスや山についての本について会話
が楽しめるライブラリーです。

店名「日本茶カフェ 一日 ひとひ」。日本茶に関する書籍を架
蔵しています。

店名「tea room mahisa 岡本」。大人の手塚治虫などコ
ミックを多く集めています。

店名「café&bar for Outdoors Beaver」。アウトドア・旅・
自然の本を中心に集めています。

店名「（株）インフィニティー」。カラーに関する本を置いてい
ます。ご利用は会員・顧客のみです。

店名「タイ料理　クワンチャイ　岡本店」
アジア系の本を置いています。

店名「Riche chest」。アート・ファッション・じわじわ笑える
本を集めています。見学もご利用の方のみとなります。

店名「レオニダス＆ガトーエモア 神戸岡本店」。
小さなお子様も楽しめるような本も置いていきたいです。

デリランチとおやつと本のカフェです。本をきっかけに、体も
心も楽しくなる、そんな時間を過ごせるカフェです。

店名「娑羅樹」。時代小説（文庫本）を集めています。 店名「辰巳茶房」。「世界の国」をテーマに、旅行・食べ物・エ
ステ・紅茶などの本があります。

店名「Synergy」。ファッション・美容・写真集・旅・インテリ
アなどの本を置いています。

店名「にわ・とりのすけ岡本店」。男性・サラリーマンが読みたくなる雑誌などを
置いています。

申込｜伊丹市立図書館ことば蔵　072-784-8170

風

伊丹市立図書館ことば蔵
住所｜兵庫県伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合せ｜072-784-8170
開館時間｜平日9:30-20:00　土日祝9:30-18:00　月曜休館

まちライブラリー＠ひつじ茶房G

住所｜神戸市東灘区岡本3-13-2 岡本ビル1階北側
問い合せ｜090-9116-1348
開館時間｜11:00-19:00　日休　第2、4火休
飲食ご利用380円～

hana みさいライブラリーG

住所｜神戸市東灘区岡本2-14-6
問い合せ｜078-412-8731
開館時間｜月～金10:00-18:00
free（自由に立ち寄りOK）

まちライブラリー＠トゥオリG

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-18 2F
問い合せ｜078-451-5860
開館時間｜月水木金13:00-18:00　火休　飲食ご利用370円～

甲南そば　まちライブラリーG

住所｜兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目11-18
問い合せ｜078-411-2385
開館時間｜月～日15:00-20:30　飲食ご利用350円～

好文園まちライブラリーG

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-14
問い合せ｜078-412-3096
開館時間｜月～土10:00-17:00　free（自由に立ち寄りOK）

fanオカモトまちライブラリーG

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-20
問い合せ｜078-200-5327
開館時間｜11:00-20:00　水休
飲食ご利用400円～

にわ・とりのすけ　まちライブラリーG

住所｜東灘区岡本1丁目11-21　グレイス岡本ビル1階
問い合せ｜078-441-6767
開館時間｜月～木17:00-1:00　金土祝前日17:00-3:00
飲食ご利用210円～

アリオリオまちライブラリーG

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-9
問い合せ｜078-436-3866
開館時間｜月～土18:00-24:00　飲食ご利用400円～

まちライブラリー＠Synergy　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G

住所｜神戸市東灘区岡本1-11-29 ツインコートokamoto 2F
問い合せ｜078-452-6220
開館時間｜月休　利用客のみ

C+ozy CaféまちライブラリーG

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-6-104
問い合せ｜078-452-5840
開館時間｜9:00-19:00　不定休　飲食ご利用500円～

カフェ・ド・ユニーク・ライブラリーG

住所｜神戸市東灘区岡本1-13-15
問い合せ｜078-451-7522
開館時間｜月～金 9:30-22:00　飲食ご利用400円～

ラクソン・ライブラリーG

住所｜神戸市東灘区岡本5-1-1
問い合せ｜078-412-3502
開館時間｜11:30～19:00（営業時間に準ずる）　free（自由に立ち寄りOK）

いしころ図書館G

住所｜神戸市東灘区本山北町3-6-10 1F
問い合せ｜078-411-7121
開館時間｜11:00-19:00　飲食ご利用300円～

まちライブラリー@ひとひG

住所｜神戸市東灘区本山北町3-6-10 メープル岡本 2階
問い合せ｜078-453-3637
開館時間｜月～金　飲食ご利用570円～

まちライブラリーat mahisaG

住所｜神戸市東灘区本山北町3-6-9
問い合せ｜078-451-8411
開館時間｜11:30-21:00　飲食ご利用580円～

Beaver文庫G

住所｜神戸市東灘区本山北町3-5-6 ホクヨウビル4F
問い合せ｜078-441-5544
開館時間｜11:30-16:30　18:00-22:00　水　飲食ご利用450円～

インフィニティーライブラリーG

住所｜神戸市東灘区本山北町3-4-9
問い合せ｜078-431-1680
開館時間｜10:00-17:00　月水土日　利用客のみ

クワンチャイ図書館G

住所｜神戸市東灘区岡本1-4-3　坂井ビルB1
問い合せ｜078-413-2280
開館時間｜11:00-15:00　17:00-23:00　火休　飲食ご利用160円～

Riche chestまちライブラリーG

住所｜東灘区岡本1-4-22オーガニックビル2F
問い合せ｜078-412-8557
開館時間｜9:30-19:00　月休　第1第3火休　利用客のみ

レオニダスまちライブラリーG

住所｜神戸市東灘区岡本2-8-3
問い合せ｜078-414-5338
開館時間｜11:00-19:00 水休　free（自由に立ち寄りOK）

百葉箱まちライブラリー　H

住所｜5/17 立命館キャンパスに出現
問い合せ｜hyakuyobako@outlook.jp

4～5月に関西5ヶ所で開催される古本市をつなげたイベントで
す。詳しい情報は「関西春の古本さんぽ豆本めぐり」のfacebook
ページヘ。

リトル・フリー・ライブラリーは、アメリカで始まり、いま、世界
75カ国・約2万カ所に拡がる家の前の小さな巣箱型の図書
館です。2014年秋にリトル・フリー・ライブラリーの創始者で
あるトッド・ボルさんが来日、まちライブラリーと提携して、日
本でも巣箱型の小さな図書館活動が始まりました。

関西春の古本さんぽ 豆本めぐりH

会場｜5絹延橋うどん研究所（絹延橋駅）・芦屋川駅周辺・初宮神社（近鉄奈良
駅）・長岡天満宮（長岡天神駅）・水無瀬駅周辺（島本町）

２台のまちかど号で、こどもの本、料理や趣味の実用書、小説、大
きな活字の本などをつんで月１回大阪市内の巡回場所をまわり
ます。各巡回場所でスタンプを設置。詳しくは大阪市立図書館
ホームページまで

大阪市立図書館自動車文庫H

問い合せ｜06-6539-3305　http://www.oml.city.osaka.lg.jp/

まちライブラリー＠娑羅樹G

住所｜神戸市東灘区岡本2-2-27
問い合せ｜078-412-5152
開館時間｜14:00-17:00
飲食ご利用620円～

辰巳茶房まちライブラリーG

住所｜東灘区岡本1丁目14-18
問い合せ｜078-431-8810 
開館時間｜11:30-19:30　不定休　未定

阪急岡本駅からJR摂津本山駅にかけて広がる
岡本商店街にある、まちライブラリー

ひとバル 岡本まちライブラリー植本祭G

5/3（日）14:00–18:00（第1部）18:00–20:00 （交流会） 

岡本商店街で、おもしろい人に出会おう！
岡本にゆかりのあるゲストが岡本商店街の中のまちライブラ
リーのあちこちで待っています。ぜひ気になるひとに会いに行
こう！つまみ食い的なご参加も大歓迎！詳細なプログラムは
ウェブサイトを御覧ください。
申込｜まちライブラリーFacebook

岡本まちライブラリー 岡本商店街、
好文園ホール（交流会）

まちライブラリー＠カフェぷろぽF

住所｜尼崎市武庫之荘1-2-6 コトブキビル2F 
問い合せ｜06-7162-2268
開館時間｜11:00-19:00　月曜休

Take a Trip with the Book & BeerF

4/26（日）14:00–19:00

Book festa in 京都！ 京都、高瀬川のほとりのPubに「小旅
行」をテーマの本を揃えます。あなたのイチオシの本も是非ご
紹介ください。
申込｜まちライブラリーFacebook

昼の部「GASTRO PUB Tadg's（ガストロパブ タイグ）」
夜の部「Irish Pub & Restaurant Dublin（アイリッシュパブ＆レストラン ダブリン）」
詳細はFBをご確認ください。

住所｜昼の部：京都市中京区木屋町498
夜の部：京都市中京区御池通り河原町東入るミレニアム御池ビル1Ｆ・2Ｆ
問い合せ｜昼の部：075-213-0214　夜の部：075-241-9155

図書館が街を創る＠すこやカフェF

4/23（木）15:00–16:00

市立図書館の運営をTSUTAYAに任せるという型破りな手法
で図書館を活性化し、武雄市をも活性化させた樋渡啓祐 前
市長をお招きします。
カタリスト｜樋渡啓祐（佐賀県武雄市　前市長）
申込｜医仁会譜久山病院 総務課 曽和・関戸　info@fukuyama-hp.jp
会場が手狭なため、すこやかクリニックの患者さん、近隣の方を優先させていた
だきます。応募者多数の場合は抽選。

すこやかクリニック
住所｜兵庫県明石市小久保5丁目17-3
開館時間｜月～土 9:00-12:00　月水金16:30-18:00

H その他の
スポット芦屋川一箱古本市 2015春F

5/16（土）11:00–16:30

関西各地の古本市と共同で「関西春の古本さんぽ 豆本めぐり」も行いま
す。詳しくはこちら→https://www. facebook.com/ashiyahi tohako

安楽寺（芦屋山手サンモール商店街内）

F

G

京都、
神戸、奈良

岡本まちライブラリー
リトル・フリー・ライブラリー創始者
トッド・ボル
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