
 

 

平成 27 年 3 月 12 日 

 報道発表資料            

 

まちライブラリーOSAKA BOOK FESTA +2015 実行委員会 

              

「まちライブラリーOSAKA  BOOK  FESTA+2015」  

         大阪を中心に、まちライブラリー、公共・大学図書館、書店など、  

139 箇所のブックスポットで 260 のイベントを開催！  

 

 4 月 18 日（土）から 5 月 17 日（日）までの１ヶ月•30 日間、「まちライブラリーOSAKA BOOK 

FESTA+2015(大阪ブックフェスタ・プラス 2015)」を開催します。 

 主催は、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・大学院教授）］、共催は、大阪府立大学観光産業戦略研究所、東急不動産、立

命館大学、まちライブラリーです。 

 

 「まちライブラリーOSAKA BOOK FESTA+2015」（以下、大阪ブックフェスタ）は、私設図

書館である「まちライブラリー」と公共図書館、大学図書館、書店、ショップなどのブッ

クスポットが協力し、大阪とその周辺を舞台に展開する新しいタイプの地域イベントです。 

 2015 年のテーマは、「本と人と出会い、まちに出よう！」です。期間中、トークやワー

クショップなど 260 にのぼるイベントが大阪を中心に 139 箇所で開催され、参加者はイベ

ントのテーマに応じて本を持ち寄り、本を介して人的交流を図ります。また、ブックスポ

ットを巡るスタンプラリーや、ブックスポットに参加者が推薦した本を紹介するコーナー

なども設けます。大阪ブックフェスタは、思いもよらない「本」と「人」との出会いを創

出し、大阪を中心とする新たな文化発信に寄与することを目指します。 

 

開催骨子 

期 間  2015 年 4 月 18 日（土）～5 月 17 日（日） 

開 催  大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 各地全 139 箇所のブックスポット 

      まちライブラリー他私設図書館 86 箇所、公共・大学図書館 35 箇所 

      書店その他 18 箇所 

イベント 総数 260 件（本にまつわる各種ワークショップ、講演など） 

 

 

今回の地域イベントの特徴は、以下の通りです。 

① 大阪府とその周辺府県にまたがった広域な「本」をテーマにした地域イベント 

② 「まちライブラリー」とそのサポーター役の市民を中心とするボトムアップ型 

③ 民間図書館と公共・大学図書館並びに書店など垣根を越えた展開 

 

 

 本件に関するお問合せは  一般社団法人まちライブラリー  

礒井純充  携帯 03-6406-6201  メール MSJ00657@nifty.com 

西山有子  携帯 090-5803-2308 メール yuko.nishiyama55@gmail.com 
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開催概要 

１.まちライブラリーOSAKA BOOK FESTA+2015 概要  

 

実施期間：2015 年 4 月 18 日（土）～5 月 17 日（日） 

実施場所：大阪、兵庫、奈良、京都 

実施内容：各拠点におけるイベントおよびスタンプラリー 

 

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 

 

参加団体：126 団体（3 月 12 日時点） ＊別添「参加団体一覧」 

 まちライブラリー、その他私設図書館 82 団体 

   まちライブラリー＠大阪府立大学 

   まちライブラリー＠もりのみやキューズモール（東急不動産）2015 年 4 月開設 

   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）2015 年 4 月開設 

   アサヒ ラボ・ガーデン、LIFE CREATION SPACE OVE 

   他 77 団体 

 公共図書館・大学図書館  35 館 

   大阪府立中央図書館、同府立中之島図書館、大阪市立図書館（24 館）、 

   堺市立図書館（3 館）、八尾市立図書館、奈良県立図書情報館、 

   伊丹市立図書館ことば蔵、大阪府立大学学術情報センター 

 書店、ショップ 9 店 

   graf、スタンダードブックストア心斎橋店、iTohen、本は人生のおやつです！、 

   隆祥館書店、古本屋さるやみ堂、居留守文庫、大吉堂、長谷川書店水無瀬駅前店 

 

 

 

事務局：一般社団法人まちライブラリー 
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主なイベント 

まちライブラリー発祥の地、巣箱まちライブラリー制作ワークショップ 

日時：2015 年 4 月 18 日（土）15:00～19：00 

場所：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 3 階） 

内容：巣箱のような形をした小さな図書箱を大阪のまちのあちこちに置くことを目的とし

て、サンプルを参加者一同と共同制作するワークショップ 

 

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）植本祭 

日時：2015 年 4 月 19 日（日）13：00〜18：00 

場所：立命館キャンパス 大阪いばらきキャンパス【住所】大阪府茨木市岩倉町 2-150 

内容：テーマ「大人の遊び」 

キーノートトーク：服部利幸（立命館大学教授）、礒井純充氏（まちライブラリー提唱者）

ワークショップ：植本祭として市民グループを中心としたワークショップ 24 個開催。 

参加者及び主催者は関連テーマの本を１冊ずつ持ち寄り、本棚に寄贈する。 

 

隆祥館書店トークショー まちライブラリートーク 

日時：2015 年 4 月 20 日（月）19:00～21：00 

場所：隆祥館書店（大阪市中央区安堂寺町 1 丁目 3−4 安堂寺 R タワー 1F） 

内容：テーマ「木でつながる、本でつながる」 

   木を大切にする女性建築家内田利惠子と礒井純充によるトーク 

   大阪ブックフェスタ全体の意図にも触れる。 

 

まちライブラリー＠大阪府立大学 

ミクロ（個人）のゆめを応援する自分経営ゼミ 

日時：2015 年 4 月 21 日（火）18：00〜21：00 

場所：まちライブラリー＠大阪府立大学 

   （浪速区敷津東 2-1-41 南海なんば第１ビル I-site なんば内） 

内容：友成真一氏（早稲田大学教授）による、個人のゆめをお互いに応援しあい一歩踏み

出す勇気を持つことができる自分経営ゼミを開催。 

 

アカデミックカフェ「人類最古の薬 アヘンの光と影」 

日時：2015 年 4 月 24 日（金）18：30〜20：30 

場所：まちライブラリー＠大阪府立大学 

内容：藤井郁雄氏（大阪府立大学教授）による講演。 

 

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 植本祭 

日時：2014 年 4 月 25 日（土）12：00〜20：00 

場所：もりのみやキューズモール BASE【住所】大阪市中央区森ノ宮中央 2-1-70 

内容：テーマ「ココロ・カラダ・スマイル」 

キーノートトーク：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）    

ワークショップ：植本祭として上記テーマを核に市民グループによる 20 コマを開催。 

参加者及び主催者は関連テーマの本を１冊ずつ持ち寄り、本棚に寄贈する。 
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大阪府立大学中之島図書館 

橋爪紳也講演会「日本と大阪」 

日時：2015 年 4 月 28 日（火）18：30〜20：00 

場所：大阪府立中之島図書館 

  （大阪市北区中之島 1−2−10）  

内容：橋爪紳也（大阪府立大学大学院教授）による講演。 

 

その他（まちライブラリー、公共・大学図書館、書店） 

子どもからシニアまで楽しめる各種イベントを実施 

  ・イベントを作る楽しむ～イベント作りの楽しい裏話 

  ・世の中で一番おもろい仕事 is 映画研究家！ 

  ・大阪の「ことば」と「まち」 

  ・まわしよみ新聞 

  ・もしも短歌がつくれたら in OsakaBookFesta 

  ・ドストエーフスキイを読む会・大阪 

  ・もものこぶんこ 絵本の読みきかせ 

  ・今昔ジャポニスム レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会 

  ・北浜物語 其ノ壱「道修町から見た北浜」 

  ・本の海～大正で知る沖縄～ 

  ・読書会拡大版「これが私の好きな本！」 

  ・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 

  ・いとしのポリネシア 

  ・作って、あそんで、人形劇 

  ・感動した人の生き様について語ろう 

  ・医療マンガっていいね 

  ・健康まちライブラリー～「透析」を知ろう 

  ・コーヒーを楽しむ 

  ・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！ 

  ・最長仕込み 3 時間？お粥ピクニックライブラリー    他 

 

スタンプラリー 

  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します。 

  イベントへの出席、ブックスポット訪問でスタンプがもらえます。 

     

 

巣箱まちライブラリーの設置 

大阪府内を中心に巣箱型まちライブラリーを設置（7 カ所） 
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■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 3 月非営利型一般社団法人まちライブ

ラリー（代表理事 礒井純充）が設立され、その普及を支援しています。 

2013年9月 Library of the Year2013 優秀賞受賞 

2013年10月 2013年度グッドデザイン賞 受賞 

WEB サイト http://machi-library.org 

  

■まちライブラリー＠大阪府立大学（所在：大阪市浪速区敷津東 2-1-41） 

2013 年 4 月開館。“蔵書ゼロ冊からの図書館”をキャチフレーズに市民が育てる民間ライブラリー

として注目を集めます。市民のボランティア・スタッフ「サポーター」らによって、ライブラリ

ーの立ち上げから運営が行われています。現在、蔵書 8000 冊、会員 1100 名。 

 

この経験を活かし、まちライブラリー＠もりのみやキューズモール、まちライブラリー＠OIC にお

いても、半年かけてサポーター約 100 名と当委員会の委員である中川和彦、服部滋樹、服部利幸

らが一緒になってライブラリーのコンセプトや選書、オープニング・イベントについて議論を交

わしてきました。大阪ブックフェスタでは、「サポーター」自らが企画するイベントも多数開催さ

れます。 

 

■まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 

（所在：大阪市中央区森ノ宮中央 2-1-70）4 月開設 

東急不動産が、開発、運営する「もりのみやキューズモール BASE」内に設置される。地域のコミ

ュニティスペースとしてまちライブラリーを中心にキッズコーナーやスタンダードブックストア

によるカフェ、FM COCOLO のサテライトスタジオが併設される。 

 

■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） 

（所在：大阪府茨木市岩倉町 2-150）4 月開設 

立命館大学が、大阪茨木市に開設するキャンパス内に誕生。地域との連携を目的に市民公園に面

し、地域と住民と学生が交流できる場となる予定。 

  

 

 

以上 
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写真素材 

                    

                       

 まちライブラリー活動風景１ 

 まちライブラリー活動風景２ 

 まちライブラリー活動風景３ 

 まちライブラリー植本祭 
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正式名称 住所

まちライブラリー＠OIC 大阪府茨木市岩倉町2-150

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なんば内

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 大阪市中央区森之宮中央2-1-70

LIFE CREATIONSPACE OVE 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

アサヒ ラボ・ガーデン 大阪府大阪市北区小松原町2-4大阪富国生命ビル4F まちラボ内

まちライブラリー＠ぎゃらりー　ウォーター・ベア 大阪市北区中崎町4-17グリーンシティ205号室

まちライブラリー＠クロッシング新大阪 大阪市淀川区宮原1-19-10

down to earth 谷町 大阪市中央区安堂寺町2-1-15

コワーキングスペース往来 大阪市中央区谷町6-5-26複合文化施設「萌」2階

まちライブラリー＠谷町空庭 大阪市中央区常盤町1-1-8山内ビル6階及び屋上

やままちライブラリー　建築設計室「Ｍｏｒｉｚｏ－」 大阪市中央区安堂寺町1-6-16

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3階

まちライブラリー＠コスモスプレゼンツ 大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル3階ISまちライブラリー内

まちライブラリー＠住みよいまち＆絆研究所 大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル3階ISまちライブラリー内

まちライブラリー@nonamanis(ノナマニス) 大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル6階C

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6B

まちライブラリー＠クラップ 大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル4階A

まちライブラリー＠手造り時計 CRAFZ osaka 大阪市中央区船越町1-5-51F

まちライブラリー＠アワヒニ天満橋店 大阪市中央区船越町1-2-9

まちライブラリー＠丸善ボタンショップ「BOTA BURO」 大阪市中央区島町1-1-2丸善ボタンビル1F

まちライブラリー＠川の駅はちけんや 大阪市中央区北浜東1-2川の駅はちけんやB1

まちライブラリー＠Links 大阪市中央区北浜1-5-8 （株式会社 宣成社1F2F）

まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ 大阪府大阪市中央区北浜1丁目1-18

まちライブラリー＠北浜KITALICITE 大阪市中央区北浜

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２F

フラットまちライブラリー 大阪市東成区中本3-10-2

まちライブラリー＠いのこうの家 大阪市旭区赤川1丁目9－9

コミュニティカフェ からをと 大阪市生野区鶴橋1-7-3

まちライブラリー＠ファレ＊ティプア 大阪市天王寺区味原町2-5

C Flat まちライブラリー 大阪市中央区南船場3-10-28-201

まちライブラリー＠Ａ´ワーク創造館 大阪府大阪市浪速区木津川2-3-8

まちライブラリー＠浪速区役所 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号浪速区役所6階（602号室）

まちライブラリー@OVAL 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-45

まちライブラリー＠Rainbowエンジェル 大阪府大阪市住之江区浜口西１－１１－１  メゾンジュエ３０１

まちライブラリー＠カフェしらかば 大阪府大阪市西成区玉出西２－６－２

まちライブラリー＠一乗会 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目7-20

まちライブラリーあしたの箱 大阪市西成区岸里東1-6-7

まちライブラリー＠デジャヴ 大阪府茨木市西中条町5-20ガルボ茨木1F

まちライブラリー＠茨木Seven Step Music 茨木市元町7-6野上ビル2F

まちライブラリー＠茨木下中条寺田接骨院 大阪府茨木市下中条町8-16

まちライブラリー＠茨木西駅前寺田接骨院分院 大阪府茨木市西駅前町5-16

まちライブラリー＠関西医科大学滝井病院透析センター 大阪府守口市文園町10番15号

まちライブラリー＠池田珈琲 枚方市楠葉並木2-26-33

まちライブラリー＠ＭＯＢＩＯ 大阪府東大阪市荒本北1-4-17　クリエイション・コア東大阪北館2階

まちライブラリー＠飛鳥 大阪府羽曳野市飛鳥1104

まちライブラリー＠ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 大阪府堺市堺区戎島町4-45-1

まちライブラリー＠大阪府立大学中百舌鳥キャンパス 大阪府堺市中区学園町1番1号

まちライブラリーぷらざ　ひといき 大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1堺市立健康福祉プラザ

まちライブラリー@奥河内くろまろの郷 大阪府河内長野市高向1218番地１

＜美療図書館＞まちライブラリー＠biryoushinkyu 大阪府阪南市黒田450-301

グラスまちライブラリー 大阪府阪南市桃の木台

まちライブラリー＠カフェぷろぽ 兵庫県尼崎市武庫之荘1-2-6コトブキビル 2F

インフィニティーライブラリー 神戸市東灘区本山北町3-4-9

クワンチャイ図書館 神戸市東灘区岡本1-4-3坂井ビルB1

にわ・とりのすけ　まちライブラリー 神戸市東灘区岡本1丁目11-21グレイス岡本ビル1階

まちライブラリー＠café tuoli 神戸市東灘区岡本1-11-18  2F

まちライブラリー＠café&bar for Outdoors Beaver 神戸市東灘区本山北町3-5-6ホクヨウビル4F

まちライブラリー＠Cozy Café 神戸市東灘区岡本1-14-6-104

まちライブラリー＠fanオカモト 神戸市東灘区岡本1-14-20

まちライブラリー＠hana みさい 神戸市東灘区岡本2-14-6

まちライブラリー＠Synergy 神戸市東灘区岡本1-11-29ツインコートokamoto 2F

まちライブラリー＠tea room mahisa 岡本店 神戸市東灘区本山北町3-6-9

まちライブラリーOSAKA BOOK FESTA+2015 参加団体一覧

まちラ
イブラ
リー

私設ラ
イブラ
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区分



正式名称 住所

まちライブラリー＠アリオリオ 神戸市東灘区岡本1-14-9

まちライブラリー＠いしころカフェ 神戸市東灘区本山北町3-6-101F

まちライブラリー＠カフェ・ド・ユニーク 神戸市東灘区岡本1-13-15

まちライブラリー＠ひつじ茶房 神戸市東灘区岡本3-13-2岡本ビル1階北側
まちライブラリー＠ヘアーサロン riche chest（リッシュチェスト） 神戸市東灘区岡本1-4-22オーガニックビル2F

まちライブラリー＠岡本好文園 神戸市東灘区岡本1-14-14

まちライブラリー＠日本茶カフェ 一日 ひとひ 神戸市東灘区本山北町3-6-10メープル岡本 2階
まちライブラリー＠娑羅樹 神戸市東灘区岡本2-8-3

ラクソン・まちライブラリー 神戸市東灘区岡本5-1-1

レオニダスまちライブラリー 神戸市東灘区岡本2-8-3

甲南そば　まちライブラリー 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目11−18

辰巳茶房まちライブラリー 東灘区岡本1丁目14-18

まちライブラリー@すこやかクリニック 兵庫県明石市小久保５－１７－３

まちライブラリー＠お茶の大学図書館 相楽郡和束町白栖大狭間35

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

ホンノワまちライブラリー 泉大津市豊中町1-12-12

百葉箱まちライブラリー イベント出展

エル・ライブラリー 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

FLOAT図書室 大阪市西区安治川２丁目1-28 安治川倉庫

もものこぶんこ 大阪市阿倍野区阪南町1-30-52

大阪府立中央図書館 東大阪市荒本北1-2-1

大阪府立中之島図書館 大阪市北区中之島1-2-10

大阪市立中央図書館 大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立西淀川図書館 大阪市西淀川区御幣島1-2-10

大阪市立東淀川図書館 大阪市東淀川区東淡路1-4−53

大阪市立福島図書館 大阪市福島区吉野3-17-23

大阪市立北図書館 大阪市北区本庄東3-8-2

大阪市立淀川図書館 大阪市淀川区新北野1－10－14

大阪市立港図書館 大阪市港区弁天2-1-5

大阪市立此花図書館 大阪市此花区四貫島1-1-18

大阪市立大正図書館 大阪市大正区千島2-6-15

大阪市立旭図書館 大阪市旭区中宮1-11-14

大阪市立城東図書館 大阪市城東区新喜多東1-1-7

大阪市立鶴見図書館 大阪市鶴見区横堤5-3-15

大阪市立都島図書館 大阪市都島区中野町2-16-25

大阪市立平野図書館 大阪市平野区平野東1-8-2

大阪市立東成図書館 大阪市東成区大今里西3-2-17

大阪市立島之内図書館 大阪市中央区島之内2-12-31

大阪市立浪速図書館 大阪市 浪速区敷津西1-5-23

大阪市立阿倍野図書館 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118

大阪市立住吉図書館 大阪市住吉区南住吉3－15－57

大阪市立住之江図書館 大阪市住之江区南加賀屋3-1-20

大阪市立生野図書館 大阪市生野区勝山南4-7ー11.

大阪市立西成図書館 大阪市西成区岸里1丁目1―50

大阪市立天王寺図書館 大阪市天王寺区上之宮町4−47

大阪市立東住吉図書館 大阪市東住吉区東田辺2-11-28

大阪市立　自動車文庫

八尾市立図書館 八尾市本町2-1-12

今東光資料館 八尾市本町2-1-12

堺市立北図書館 堺市北区新金岡町5丁1-4

堺市立中央図書館 堺市堺区大仙中町18-1

堺市立西図書館 堺市西区鳳南町4丁444-1

奈良県立図書情報館 奈良市大安寺西1丁目1000

伊丹市立図書館ことば蔵 伊丹市宮ノ前3丁目7番4号

大阪府立大学　学術情報センター 大阪府堺市中区学園町1番1号

graf 大阪市北区中之島4-1-9

スタンダードブックストア心斎橋店 大阪市中央区西心斎橋2-2-12 クリスタグランドビル1FBF

iTohen 大阪市北区本庄西2丁目14-18

本は人生のおやつです！ 大阪市 北区堂島2-2-22堂島永和ビルディング206

隆祥館書店 大阪市中央区安堂寺町1丁目3−4 安堂寺Rタワー 1F

古本屋さるやみ堂 大阪市中央区谷町七丁目2-14 サル・ビル1階

居留守文庫 大阪市阿倍野区文の里3-4-29

大吉堂 大阪市住吉区遠里小野5-3-1

長谷川書店　水無瀬駅前店 三島郡島本町水無瀬1-708
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