
ま	
人形劇団クラルテ　はるのアトリエのかい	
2016年5月4日5日　11：00〜16：00	
場所：人形劇団クラルテ 	

人形劇団クラルテのアトリエを使って、1日楽しんでいた
だけるにぎやかなイベントとなりました。	
3階は人形劇の会場。小さな子ども達から大人まで、人
形劇をたっぷり楽しんでくださいました。	
2階の絵本コーナーでは人形劇に登場する人形を展示。
子どもの希望に応じて絵本を読み聞かせたり、それに合
わせてアコーディオンの演奏も。	
1階のガレージではちょこっとシアターとして、ミニ作品の
上演や、飲食販売もしました。	

5月4日（水・祝）11:00／14:00	
『絵姿にょうぼう』『トウモロコシはだれのもの』	
	
5月5日（木・祝）11:00／14:00	
『三びきのくまさん』『鬼のおくりもの』	

レポーター：人形劇団クラルテ	

主催者：人形劇団クラルテ	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
上町台地タイムトリップ今昔思い出サロン	
2016年5月3日　15：00〜17：00	

場所　上町台地タイムトリップ展in大阪上本町近鉄百貨店文化サロン 	

上町台地の昭和20～30年代の町並みや人物を写した古写
真を展示するイベントのなか、百貨店の文化サロンで、思い
出サロンを行い、古い町並みや生活文化、建物などに関連
する本を持ち寄り交流しました。	
　まずは、上町台地の古写真展示から もいいなと思う写真
を選んでいただき、ご自身の思い出などを交え語り合いまし
た。京阪天満橋の地上駅、旧松坂屋屋上のﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞなどに
人気が集中したのには皆びっくり。	
　続いて本の紹介。昭和30年頃の大阪を写した『写真で見る
日本』、『大阪あそ歩まち歩きマップ集』、『大阪市営交通90年
のあゆみ』など、大阪にまつわる本が勢揃い。「上町台地ライ
ブラリー」としてISまちライブラリーに並べさせて頂きます。	
　	

主催者：奥野　修	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：15人	

参加者：200人	
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ま	
人生に影響を与えた本シリーズ④（魂の燃焼へ）読書会	
2016年5月6日　18：00〜20：00	
場所まちライブラリー@もりのみやキューズモール	

「仕事とは何か、愛とは何か、青春とは何か、	
読書とは何か、そして人生とは何か―を「テーマ」に読者
に感動を運び続ける「本のソムリエ」が、『生くる』『友よ』
で話題の思索家に迫った対話集から、	
たった一度の人生を後悔しないために。	
具体的なアクションプランを学びました。	
	
読書の前の準備運動として呼吸法を体感。脳を活性化
させ、第2の脳といわれる腸をリラックスさせます。そして
「一つの空間」で、「一つの時間」にRFAの極意である行
動する読書を「その場」で体感して頂きました。	

【人生に影響を与えた本】	
３冊　集まりました♪	
①魂の燃焼へ	
② 強のコピーライティングバイブル	
③クリシュナバガヴァット・ギーター	
	

レポーター：梶正人	

主催者：梶正人ＲＦＡ　ファシリテーター　　	

イベントレポート	

ブックリスト	

読書交流会 	
5月4日（水・祝）10：15～12：15		
場所大阪市立鶴見図書館	

お気に入りの本を持ち寄って、人生のどんなときにどんな風に出
会ったのか、どんな風に愛着を持ったのか、思い出とともに自由に
語って交流を深めましょう。 鶴見図書館の毎月の読書会のメンバー、
昨年度の読書交流会にも来られた他県在住の方、来館自体がはじ
めての方等、テーマに興味を持たれた多彩な方々の参加をいただ
きました。年齢もさまざまで、普段手に取ることがないジャンルの紹
介をお互いに楽しく聞いて、よい雰囲気で盛り上がりました。 	

レポーター：大阪市立鶴見図書館	
	

主催者：大阪市立鶴見図書館	

イベントレポート	

参加者：10人	

参加者：2人	

 おみせやさん(こどものとも 333)  トニオ・クレーゲル ヴェニス
に死す :改版(新潮文庫 マ-1-1)  こゝろ(角川文庫)  仮面の告
白 :改版(新潮文庫)  人間失格 :改版(新潮文庫 た-2-5)  燃え
よ剣 下巻(新潮文庫)  燃えよ剣 上巻(新潮文庫)  あるはれた
ひに(大型版あらしのよるにシリーズ 2)  数学入門 上(岩波新
書 青版)  数学入門 下(岩波新書 青版)  中国の古典文学 8	
西遊記 下  中国の古典文学 7	西遊記 上  日本の色辞典  伏 
-贋作・里見八犬伝-  南総里見八犬伝(中公文庫)  ポケット詩
集  ランドセル俳人の五・七・五 -いじめられ行きたし行けぬ春
の雨-  いたいけな瞳 1(ぶ〜けコミックスワイド版 234)  ストー
ナー  セーラー服の歌人 鳥居 -拾った新聞で字を覚えたホー
ムレス少女の物語-  キリンの子 -鳥居歌集- 	

ブックリスト	

図	
公	

むかーし昔、あったとさ 	
5月5日（木・祝）14：00～15：00		
場所大阪市立淀川図書館	

　「こんなえほんにであったよ」（おてがみシート）は好評でした。 
　ブックフェスタのパンフレットでこの催しを知って参加された方がい
らっしゃらなかったのが残念でした。 	

レポーター：大阪市立淀川図書館	

主催者：大阪市立淀川図書館	

イベントレポート	

参加者：38人	

図	
公	
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博	
特別展「近代大阪職人図鑑」記念講演会「自在置物の魅力」 	
2016年4月15日～5月15日	
場所　大阪歴史博物館２階なにわ歴史塾	

会期中にはゴールデンウィークもあり、連休中を中心に
図書の閲覧に来られる人がいました。開催中の特別展
「近代大阪職人図鑑」と秋に開催の特別展「真田丸」に
関連する図書を別置したコーナーを設けていますが、こ
れらの展覧会への関心が高いことがうかがえます。ブッ
クフェスタのスタンプを押される方も会期中を通じてい
らっしゃいました。	

①特別展「近代大阪職人図鑑」関連図書コーナー	
・『造幣１２５年のあゆみ』（造幣１２５年史編集委員会編）・『見世物関係
資料コレクション目録』（国立歴史民俗博物館［編］）・『大阪城天守閣所
蔵南木コレクション総目録／２』（大阪城天守閣（大阪市経済局）編）・
『世紀の祭典万国博覧会の美術』（東京国立博物館編／大阪市立美術

館編／名古屋市博物館編／他）・『抱きしめたい！近代日本の木彫展』
（広島県立美術館編／碧南市藤井達吉現代美術館編／高岡市美術館
編）など	
②	NHK大河ドラマ特別展「真田丸」関連図書コーナー	
・『図説再見大阪城』（渡辺武著）・『歴史ＲＥＡＬ／ｖｏｌ．２６』（金子堅太郎
編／小塩隆之編）・『決定版大坂の陣』・『図説真田一族』（丸島和洋

著）・『真田三代活躍の舞台』（信濃毎日新聞社編）・『真田氏三代』（笹
本正治著）・『真田幸綱・昌幸・信幸・信繁』（柴辻俊六著）・『真田幸村と
真田一族のすべて』（小林計一郎編）・『「真田丸」を歩く』（星亮一編／歴
史塾著）・『疾風六文銭真田三代と信州上田』（週刊上田新聞社編／畑
美恵子編／ながのアド・ビューロ編／他）・『真田六文銭写真紀行』（清

永安雄［撮影］）・『真田幸村と真田丸』（向笠公威編／木村圭輔編）・『真
田信繁』（平山優著）・『真田信繁「勝利」への条件』（千田嘉博著）など	

レポーター：村元健一	

主催者：大阪歴史博物館	

イベントレポート	

ブックリスト	

バザーフェスタ 	
2016年5月7日(土)	13:00-17:00		
場所エル・ライブラリー	

「日本一貧乏な図書館」エル・ライブラリーの運営費捻出のた
めに、雑貨バザーと古本市を開催した。開催時間の1時間以
上も前から待っている方々も。古本も台車でなんども運ぶほ
ど購入してくださるなど、予想以上の売れ行きで、12万8030
円を売り上げた。	
　会場では熊本学園大学の山田美幸先生から提供いただい
た震災の写真をスライド上映し、熊本への支援を呼びかけた。
被災者の救援に献身されている熊本学園大学の尽力に敬意
を表して、売り上げから7万円と、仙台の元図書館員さんから
のカンパ2000円も追加して、7万2千円を同大学に寄付した。	
 	

レポーター：谷合佳代子	

主催者：エル・ライブラリー	

イベントレポート	

参加者：3人	

参加者：2,901人（期間中の歴史塾入場者数）	
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他	
ラジオで本を語ってアソボ	
2016年5月7日　17：30〜19：00		
場所 sky	studio(インターネットラジオサイト　ピテラジ大阪支部) 	

本を介して人と出会い本の魅力を探していく冒険的ネットラジオ番
組「アソートボックス」が、番組のゲストをまちライブラリーブックフェ
スタ2016in関西の参加者から公募した今回は、ゲストに4/16に開
催された「ピテラジボイスドラマ朗読会」に参加された中から、楽読
インストラクターの高山治子さんと、 近朗読を始められた松末秀
子さんをお迎えしました。朗読会イベントで収録したボイスドラマ作
品を聴きながら、ブックフェスタを知った経緯、イベントに参加され
た感想などをインタビューしました。	
当日のトークは、6/6と6/20の２話に分けてネットラジオ配信され誰
でも拝聴することができます。参加されたお二人には、ボイスドラマ
の収録に続き、ラジオ収録をお楽しみ頂きました。	

・『ちいちゃんのかげおくり』	
作： あまん きみこ	
	
・『おもちゃのチャチャチャ』	
作：ピテラジボイスドラマ部 オリジナル	
	
・『おてがみ』	
作： アーノルド・ローベル	
	
・『空中ブランコ乗りのキキ』	
作：別役実	

レポーター：髙木 奈津美	

主催者：髙木 奈津美	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
会話のきっかけレシピ	
(展示)	2016年4月16日〜2016年5月14日	
(ワークショップ)2016年5月7日(土)　14：00〜16：00	

場所まちライブラリー@A’ワーク創造館	

「会話のきっかけレシピ」は、作者の枚岡治子さんが人が話している
雑談を書き起こし、イラストと共に紹介しているものです。ブックフェ
スタにちなんで、その「レシピ」の一部をA´ワーク創造館で展示して
いたところ、訪れた方が足を止めているところをちらほら目にしまし
た。	
5/7には枚岡さんと共にワークショップを開催し、当館の利用者や枚
岡さんからご紹介頂いた方などが参加しました。メインイベントであ
る会話の「レシピ」づくりでは、皆さんが考えた会話の内容を共有す
ることはもちろん、普段抱えている会話の悩みを共有する場にも
なっていました。参加された方からは、「自分以外にも悩んでいる人
がいて楽になった」という声もありました。	
	

★何も持たず存在するということ （角田光代）	
★語彙・読解力検定公式テキスト 合格力養成BOOK	2級 （朝日新聞社 ×ベ
ネッセコーポレーション）	
★花もて語れ 1	（片山ユキヲ）	
★仕事や人生や未来について考えるときにアーティストが語ること （野崎

武夫 編）	
★さよなら渓谷 （吉田修一）	
★発達障害に気づかない大人たち＜職場編＞（星野仁彦）	
・錦繍 （宮本輝）　・光の帝国 （恩田陸）	
・眉山 （さだまさし） 　・裸でも生きる（山口絵理子）	
・しゃべらない仕事術 （石田健一）	
・就労困難者が輝いている日本でいちばん育てたい会社（綾野まさる）	
・雑談力が上がる話し方（斎藤孝）	
・なぜ、この人と話をすると楽になるのか（吉田尚記）	
・“内向型”のための雑談術（渡瀬謙）	
	

レポーター：川﨑　照文	

主催者：A’ワーク創造館	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：7人	

参加者：4人	
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本の海（2）～大正で知る沖縄～ 	
2016年5月8日（日）13：00～16：30		
場所　大阪市立大正図書館	

　沖縄関係資料コーナーの中から、今年重要文化財に
指定された「薩摩調製図」関係の図書・沖縄の染織を楽
しむ本・沖縄のお祭りを知る本（冠婚葬祭）・写真集・絵
本に分けて展示しました。当日は、三線の演奏をされて
いるグループの方がお見えになり、沖縄の風習や文化
についてのお話がはずみました。 	

レポーター：大阪市立大正図書館	

主催者：大阪市立大正図書館	

イベントレポート	

読書交流会 	
2016年5月8日（日）10：00～12：00		
場所　大阪市立中央図書館	

大型連休 終日の汗ばむような晴天の日。「おすすめ本」を
携えて図書館へきてくださった27名の皆さん。5つのテーブル
でそれぞれに進行していただきましたが、なんともチーム
ワークのよいこと！司会の指定した時間に、ほぼ全てを終了
していただきました。希望者に見ていただく図書館の資料紹
介は、過去の雑誌、名著復刻本、映画パンフレットの3種類。
それぞれに興味を持っていただけ、ひとつの映画パンフレット
で大盛り上がり！という風景も楽しいものでした。 	

ブックリスト参照	

レポーター：大阪市立中央図書館	
主催者：大阪市立中央図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：27人	

参加者：6人	

図	
公	

図	
公	
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ま	
ぐうたらぶんこのらくがきてんごく	
2016年5月8日　11：00くらい〜3：00くらい？	
場所：ぐうたら文庫のあるところ	

ぐうたらな人々による、ぐうたらな人々のための、ぐうたらな企画、ら
くがきてんごく。らくがきって楽しいじゃないですか。で、大きめの紙
を何枚か用意して、誰でも参加ＯＫでデレデレ～といろいろ描きまし
た。	
普通の住宅街にある巣箱図書館なので、あまり利用する人の顔を
見ることがないのですが（先様にしてみたら「どんな奴がやっている
のだろう？」となっているでしょうし…）、オープンな企画をすることで、
「ぐうたら文庫を使う人の顔」を見ることができたのは大きいです。
もちろん「ぐうたら文庫をやっている人の顔」をお見せできたことも
大きいと思います。	
右の写真は出来上がったらくがきです。	
みんなでこういうの描くの、天国みたいでしょ？	

集まった本のリストの作成をお願い致します。	
・おしくらまんじゅう　（かがくいひろし）	
・そんなときどうする？（センダック）	
・ぼちぼちいこか	
・いもうとのにゅういん	
・どうぞのいす	
・いいものみつけた	

レポーター：相宗大督	

主催者：ぐうたら文庫	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
大人のための絵本読み聞かせセラピー 	
2016年5月8日(日)	15:00-17:00		
場所	LIFE	CREATION	SPACE	OVE		

OVE中之島では絵本セラピストの方をお迎えし【大人のため
の絵本読み聞かせ教室】を行いました。	
絵に癒され、言葉に考えさせられ、大人になった今其々に受
け取るメッセージ。それらを周りの人とシェアして、そこでまた
気づきをもらったり。表現するこのプロセスが素晴らしいセラ
ピーとなる優しい時間でした。	

レポーター：LIFE	CREATION	SPACE	OVE		
主催者：LIFE	CREATION	SPACE	OVE		

イベントレポート	

参加者：17人	

参加者：6人	
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ま	
シリーズ 著者に聞く！vol.1	in	まちライブラリー	
「ぼくらがクラウドファンディングを使う理由」	
2016年5月11日　18：30〜20：30	
場所まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

当日の対談はまちライブラリーならでは（！）、佐々木さんが本書を執筆す
るきっかけになった、また宮田さんがチャイルドドクターの活動をはじめる

きっかけとなった「本」の紹介にはじまり、本書のインタビュイー宮田さんと、
著者の佐々木さんのよどみない知恵の詰まったトークに感心しきりで大変

聴きごたえのある2時間でした。	

宮田さんが積極的に会場の参加者の皆さんを交えて今後のCFの課題や
展望に話を広げてくださったことも嬉しく、佐々木さんのサマリーでは参加

者の皆さんが終始メモを取られたり何度も頷いておられるのが印象的でし
た。	

テンポが良すぎてあっとゆうまでしたが、ファンドレイジングはつくづく、奥
が深いです。	

今回の話の肝、プロジェクト立ち上げの秘訣や支援動機の読み解きにつ

いてはもちろん書籍『ぼくらがクラウドファンディングを使う理由』にもしっか
り載ってますのでぜひ読んでみてください。	

・ぼくらがクラウドファンディングを使う理由	
・無垢の木でリフォーム 	

レポーター：岩切江津子	

主催者：Go-betweens,まちライブラリー、学芸出版社	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
歴史カフェ（第11回）	
2016年5月11日　18：30〜20：30	
場所まちライブラリー＠大阪府立大学	

これまで自分が読んだ歴史小説や史料などで面白かった本、
勉強になった本、感動した本、意外だった本などを持ち寄り
楽しく懇談しました。今回は明治維新から昭和戦前までの近
代史がテーマで、市井に生きた人達の生活、科学技術の研
究、戦争と外交など、様々な分野の本や資料が紹介されまし
た。歴史小説の魅力はやはり当時の息づかいや世相が見え
ることではないでしょうか。カタリストは参加者のうち５名でし
た。	

集まった本のリスト	
・虹の翼（吉村 明 著）	
・飛行機物語（鈴木真二 著）	
・負けんとき:上/下（玉岡かおる 著）	
・小説「太平洋戦争」：全８巻（山岡壮八 著）	
・近代技術のン本的転回（中岡哲郎 著）	
・失敗の本質（野中郁次郎 編著）	
	

レポーター：岡本康敬	

主催者：岡本康敬	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：15人	

参加者：23人	
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ま	
お宝本ナイト	
2016年5月12日　18：30〜20：00	
場所：もものこぶんこ	

もものこぶんこにて、「お宝本ナイト」を開催しました。	
それぞれが自分の大切にしている本を持ち寄って、見
せ合いっこしました。	
古本屋で見つけた絶版絵本、海外で見つけた日本の翻
訳絵本、本好きになったきっかけの絵本、仏像好きを唸
らせる解説本、子どもにプレゼントしてもらった仕掛け絵
本…	
思いがプラスされると、本がより一層輝いて見える気が
しました。	
宝物について語っている時のみんなの楽しそうな表
情！お見せできないのが残念です。	

レポーター：河野美苗	

主催者：もものこぶんこ	

イベントレポート	

ま	
人生に影響を与えた本シリーズ⑤（魂の燃焼へ）読書会	
2016年5月12日　18：00〜20：00	
場所まちライブラリー@もりのみやキューズモール	
	

「「一冊の本との出会いで人生が変わる！」	
生くる　（発行）2010/12/18　（著者）執行 草舟	
本を開いて 初に目に飛び込んできた文字	
「わからぬがよろしい」	
強烈！！強烈すぎるインパクト	
「本」との出会いそして、「人」との出会い。	
「場所」との出会い	
著者とのつながりを持つ。	
そして何が変わったか？	
どう行動をとるようになったか？	
本に出会う前と今の自分はどう変わったか？	
この本に巡り合えて、この本を持っているだけで	
僕の仕事に共感してくれる人が現れた　・・・　。	

【人生に影響を与えた本】３冊　集まりました♪	
①魂の燃焼へ　（著）執行 草舟、 清水 克衛	
②バリュー・プロポジション・デザイン 	
顧客が欲しがる製品やサービスを創る　（著）	
アレックス・オスターワルダー、 イヴ・ピニュール	
③コミュニティとマイクロ・ライブラリー	
（著）礒井 純充、 奥野 武俊	

レポーター：梶正人 	

主催者：梶正人 ＲＦＡ　ファシリテーター　　	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：2人	

参加者：8人	
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ま	
自分の足を見て・触って・知って楽しい・足育	
5月13日（金）	10:00〜		
場所 まちライブラリー＠足のコト相談所	

足や靴に関する本を紹介しながら、参加者全員の足を
ご自分で観て・触って・知るコトを目的とされたイベント。
５ケ月の赤ちゃんの足を参考に大人の足はどう変化して
いくのかを、実際あしゆびの力試しやあしゆび運動で確
認しました。	
熊本の震災ボランティア活動後でもあった主宰者の以
降で新聞紙でできるスリッパなども作成し、震災につい
ても考えました。	

レポーター：中村恭子	

主催者：まちライブラリー＠足のコト相談所	

イベントレポート	

参加者：6人	

他	
フリーペーパー研究会 	
2016年5月12日　20：00〜23：00	
場所：はちみつとフリーペーパーの専門店『はっち』 	

4月、5月とそれぞれ『はっち』の1階、改装中の2階を会
場にして『はっちチャンネル』の公開収録をを開催しまし
た。人数こそ少ないものの、今回のブックフェスタを機に
初めて来られる方ばかりで盛り上がりました。	

★全てフリーペーパーです	
『屋上とそら』『バラード』『錆ZINE』『木野通信』	
『フリースタイルな僧侶たち』	

レポーター：田中冬一郎	

主催者：田中冬一郎	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：6人	
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絵本deつながろ　ママのためのよみきかせ交流会 	
2016年5月13日（金）　10：00～11：00		
場所 大阪市立東成図書館	

図書館司書からの「絵本の選び方」のお話、ボランティ
アさんのミニおはなし会の後、参加者を2グループにわ
けて絵本の読み合いのワークショップをおこないました。
みなさん、はじめはちょっと照れながらでしたが、 後に
はとても楽しく絵本を読みあうことができました。子育て
トークをしながら、ゆったりと絵本を楽しむ時間になりよ
かったと思います。 	

ブックリスト参照	

レポーター：大阪市立東成図書館	

主催者：大阪市立東成図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

読書交流会 	
2016年5月12日（木）　10：00～12：00		
場所 大阪市立東淀川図書館	

今年で２回目の読書交流会、初めての参加者や見学される
方もいました。持参された本は、絵本・古典・話題の本・詩・コ
ミック・小説などさまざまなジャンル！みなさん制限時間いっ
ぱいにおススメ本の魅力を熱く語ってくださいました。会が終
わってからも話がつきないようで、場所をかえての交流が
あったようです。 	

 眠る盃  神の道化師 -イタリアの民話より-  天才  朝の
読書が奇跡を生んだ -毎朝10分、本を読んだ女子高生
たち-  死の商人 :改訂版(岩波新書 B	9)  空海の風景 :
新装改版 下巻  空海の風景 :新装改版 上巻  スーホの
白い馬 -モンゴル民話-(日本傑作絵本シリーズ)  現代
語訳 日本の古典 21	東海道中膝栗毛  私の百人一首  
倚りかからず  本をつんだ小舟  センス・オブ・ワンダー  
片手いっぱいの星  ギャラリーフェイク 1	傷ついた「ひま
わり」(ビッグコミックス)  りゅうになりそこねたハブ -沖縄
民話-  「意地悪」化する日本  京都 	

レポーター：大阪市立東淀川図書館	

主催者：大阪市立東淀川図書館	

イベントレポート	 ブックリスト	

参加者：18人	

参加者：12人	
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ま	
言葉を食べるように味わって読んでみよう	
2016年5月14日(土)11:00-12:00	

参加者が仏教・神道に接する方々がいらっしゃり、それ
ぞれの死生観について客観的に意見を交わすことがで
きました。また主宰者みずうみさんの漢字クッキーのプ
レゼントは大好評でした！	

レポーター：中村恭子	

主催者：カフェみずうみ	

イベントレポート	

ま	
こども絵本お話会＋絵本の植本祭	
2016年5月14日(土)10:00-10:30	
場所湯里住吉神社	
	

東住吉図書館とのコラボ企画で絵本の読み聞かせを始めて
開催された湯里住吉神社さん。６・２５のOPENに向けて宣伝
ともなるイベントでした。	

レポーター：中村恭子	

主催者：湯里住吉神社	

イベントレポート	

参加者：3人	

参加者：4人	

ブックリスト	
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他	
スマホの中の児童労働	
2016年5月14日　14：00〜16：00	
場所アムネスティ大阪事務所	

前日公開されたばかりの動画「スマートフォンに隠され
た真実：あなたのケータイ「児童労働」につながっていま
せんか？」 を見ました。再生途中でパソコンが落ちるト
ラブルはありましたが、先に本の紹介をしました。	
　お茶と手作りクッキーを食べながら、本や映画や参加
者自身のパレスチナ訪問の話などがありました。その後
で動画の続きを見ました。	
　 後に児童労働に反対するレッドカードを持ち、レッド
カードアクションに参加。また安倍総理宛ての署名もしま
した。	

・子ども兵の戦争(P・W・シンガー)	
帝国を壊すために―戦争と正義をめぐるエッセイ―(アルンダ
ティ・ロイ)	
・世界の子ども兵―見えない子どもたち(レイチェル・ブレット)	
・ぼくは13歳 職業、兵士。(鬼丸昌也 小川真吾)	
・世界商品と子供の奴隷 -多国籍企業と児童強制労働-(下山
晃)	
・世界と、いっしょに輝く―エシカルジュエリーブランドHASUNA
の仕事(白木夏子)	
・銃をもたされる子どもたち　子ども兵士、働かされる子どもた
ち　児童労働、売られる子どもたち　子どもの人身売買(どれも
アムネスティ・インターナショナル日本)	

レポーター：佐野　陽子	

主催者：アムネスティ大阪事務所	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
海外・語学好き読書会+まちライブラリー 	
2016年5月14日　13：00〜14：30	
場所　cflat	心斎橋　語学カフェ	

読書会では、２０代から６０代と年齢層幅広い方達が参加さ
れました。	
本の紹介の後はフリートークで海外・語学の話でもりあがりま
した。中国に4年間日本語教師として住んでいた人や、世界
中を放浪していた人など色々なお話しが聞けました。	
海外語学好き読書会と言う事で、英語や中国語など他の言
語を効果的に学ぶ方法を多数紹介していただきました。本を
通して年齢・性別を超え色々なバックグラウンドの人達と交流
出来る読書会となりました。	
	

①バケツひとつでアジア旅 
②中華電影的北京語 
③起きてから寝るまで中国語表現ドリル 
④Thailand　Handbook 
⑤同時通訳者の英語ﾉｰﾄ術&学習法 
⑥ニューヨーク♡シティガイド 
⑦新TOEIC対応　1カ月で鍛える&覚える！ 
⑧ニューヨークの解けない魔法 
⑨やさしい中国語で読む直伝エッセイ 
⑩後宮小説 
⑪Treasure Island	
	

レポーター：yuki		
主催者：C	flat	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：7人	

参加者：6人	
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ま	
暗やみ本屋ハックツ大阪準備室〜10代に本を届ける会〜	
2016年5月14日(土)	18:00-20:00		
場所 まちライブラリー＠大阪府立大学	

新潟ではじまった、暗やみ本屋ハックツ。それを大阪の千林で
もやりますよという発信の時間。	
本が好きな方々、10代に本を届ける方法に興味がある方々が
参加してくださりました。	
本屋をしたいわけじゃない。ただ、暗やみにしたいわけじゃな
い。本の価値とは？居場所とは？	
そういうことを皆で考える時間となりました。	
『これからの時代は、お金を払うからなにかしてもらうだけじゃ
つまらない。お金を出して、さらに貢献もして、子どもたちと関
わり地域をつくる』新しい経済の方向性、本が持つ可能性、そ
んなことを、博学なみなさまとわいわい話し合いワクワクをとも
に感じられたかと！	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
生きる力〜愛着の絆の大切さ〜	
2016年5月14日(土)	14:00-16:30		
場所まちライブラリー@大阪府立大学	

当日は、『O'hana』という母子の愛着の絆を結ぶために地道な家庭
訪問活動をされている石谷真紀さんによる愛着とは？O'hanaの活
動の意義とは？を皆さんに伝える第一部、ご自身がかつて虐待児
であり、それがキッカケで躁鬱病を患い自殺未遂もはかったがカウ
ンセリング、家族の支えと、自分自身の考え方を変えて前向きに生
きる道を選んだ山村久美子さんの体験談を第二部とし、テーブルで
輪になる形式で会話をすすめた。	
参加者に、愛着のスペシャリストである先生や産業カウンセラー、学
童指導員、絵本の読み聞かせボランティア、ご自身も辛い過去と向
き合っている方、プロボノとして、非営利ででも大切なことをなそうと
している団体を支援したい思いのある方々が来てくださり、それぞれ
の経験談などを持ち寄り、双方で話し合うことが出来た１日となった。	

レポーター：正木栄	

主催者：正木栄	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：9人	

参加者：18人	

レポーター：正木栄	

主催者：正木栄	
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他	
ゆる～く「これからの地域おこし・街づくり」について語りあいましょう。お泊り可能。	

2016年5月14日(土)	18:00-翌日11:00		
場所　Beehive	Hostel	Osaka		

近所や長野県からお越しいただいた10名の方々で、み
なさん自己紹介と各自持ってきた本の紹介をし、そこか
ら話が自然に盛り上がるというまさに「まちライブライ
リー」スタイルができました。後半には、ゲストスピーカー
として愛知県新城市の地域おこし協力隊 鈴木 孝浩さん
のトークもあり、深夜まで話もお酒も進み、何名の方は
そのままご宿泊頂きました。	

『まちで闘う方法論』	
『Green	neighborhood』	
『稼ぐまちが地方を変える』	

レポーター:Beehive	Hostel	Osaka		
主催者：Beehive	Hostel	Osaka		

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
ISまちライブラリー５月本とバルの日〜みんなが見たブックフェスタレポート大会〜 	

2016年5月14日(土)	15:00-19:00	
場所ISまちライブラリー	

ブックフェスタでのいろいろなイベント、どこに参加してどんな
面白い出会いがあったのか、ざっくばらんにお話いただきまし
た。一人ひとりが濃い体験をされたそうで、参加したイベント
の紹介だけでとても時間がかかりました。。	
さまざまなところで開催していて、都合がつかず気になりつつ
も行くことができなかったイベントも多かったのではないでしょ
うか。直接お話しをきくことで、現場の空気感を感じることがで
きたのではないかと思っています。	

レポーター：奥井希	

主催者：ISまちライブラリー	

イベントレポート	

参加者：7人	

参加者：10人	
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シンポジウム／出版不況とブックファンタジー 	
5月15日(日)	16:00-17:30		
場所　もものこぶんこ	

何処でこの会を聞きつけたか、謎の取次、謎の本屋、謎の出版社、
謎の編集者、謎の自費出版業者、謎の新刊書店員、謎の古書店
主、謎のおじさん、謎の音楽家、謎の会社顧問、謎のコンサルタ
ント、謎のたられば書店……なぞなぞ業界内外から続々と集結、狭
小の会場は文字通り「地獄（出版不況）絵図（ブックファンタジー）」
と化し討議は定刻で強制終了、目出度く一冊の記録本が即興出
版され即回収騒ぎ、待て重版出来（でき）！	

「これからの本屋」（北田博充,書肆汽水域）	
「出版不況とブックファンタジー」（本城文洋(編著),書肆汽水
域）	
「ガケ書房の頃」（山下賢二,夏葉社）	
「マイクロ・ライブラリー図鑑」（礒井純充,まちライブラリー）	
「本の現場」（永江朗,ポット出版）	
「ユリイカ 2016年3月臨時増刊号 総特集 出版の未来」（青土
社）	
「出版ニュース 4月中旬号」（出版ニュース社）	
等々	

レポーター：ツギトリ	

主催者：ツギトリ	

イベントレポート	 ブックリスト	

戦国読書会 	
2016年5月15日（土）14:00～15:00		
場所 大阪市立住吉図書館	

今回は前回よりも積極的にPRしました。住吉区役所にホームページ
の掲載、フェイスブックでの紹介でご協力いただいたほか、森ノ宮
キューズモール「まちライブラリー」にはチラシ設置をお受けいただ
いたりしました。しかし、あいにく参加者数は伸びませんでした。とて
も残念です。イベント情報を、伝えたい人に伝えることの難しさを痛
感させられました。 	

レポーター：大阪市立住吉図書館	

主催者：大阪市立住吉図書館	

イベントレポート	

参加者：3人	

参加者：30人	

馬上少年過ぐ：改版 	
真田幸村-大阪冬の陣　夏の陣-	
（学研まんが日本史） 	
週刊「日本の100人」創刊号 	

ブックリスト	

図	
公	

2016年5月15日（日）14：00～15：00		
場所大阪市立福島図書館 	

子どもの本をテーマに、小学生・大学生・主婦など6人がバトラーとし
て参加し、絵本や物語などを持参してそれぞれが個性的な発表をし
てくれました。観戦者は、子どもから50歳代ぐらいまでの年齢層の
方々で、幼児連れの若い夫婦や年配の夫婦など家族で参加する
方々もいて、終始和やかで温かい雰囲気の中、みんなで楽しいひと
ときを過ごすことができました。帰りがけに、またやってほしいという
声もいただきました。 	

レポーター：大阪市立福島図書館 	

主催者：大阪市立福島図書館 	

イベントレポート	

参加者：3人	 二日月 	
ゴーストハント	
きつねのおきてがみ 	
あおい目のこねこ	
たいようオルガン 	
どこいったん 	

ブックリスト	

図	
公	 となりでミニ・ビブリオバトル 	

あなたがつくる図書館福袋 	
2016年4月16日（土）～5月15日（日） 	
場所　大阪市立住之江図書館	

図書館職員ではなく、図書館を利用している人に福袋のなか
に入れる本を紹介してもらいました。58点の様々な本を紹介し
ていただくことが出来ました。また、借りられた方から本の感想
を募ったところ、14件の感想をいただくことが出来ました（5月
15日現在）。福袋に入れた本は5月16日から5月31日まで皆さ
んの紹介文＆感想を添えてあらためて展示します。本を通じ
て人と人とをつなげるお手伝いが少しはできたかなと考えてい
ます。 	

ブックリスト参照	

レポーター：大阪市立住之江図書館	

主催者：大阪市立住之江図書館	

イベントレポート	 ブックリスト	

参加者：8人	

図	
公	
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人生に影響を与えた本⑥「バカヴアッド・ギーター」読書会　　	
2016年5月15日　14：30〜16：30	
場所まちライブラリー@もりのみやキューズモール	

らびさんの「ハンドリーディングから読み解くバカヴァット・ギーターの世界」で
は、インドの古典、田中嫺玉氏の本等をとおして、手相の起源、伝播アル

ジュナとクリシュナ二人の関係性を手のひらに見て、ヒンドゥの神々など、手
の中に風景と星を見みながらハンドリーディングでわかりやすく体感させて

頂きました。また、REAぐるぐる読書をとおして一度に沢山の本から知りたい

エッセンスを抜き出すことができました。	
【参加者の声】　一部抜粋	
・固定観念や常識やそんなことを気にせずに自由に楽しめました。	
・新たな分野について学ぶことができました。読書会、手相、興味深い内容で

した。	
・何より楽しかったです。2時間があっという間です。た。	
	

レポーター：梶正人	

主催者：梶正人 ＲＦＡ　ファシリテーター	

イベントレポート	

参加者：6人	

【人生に影響を与えた本】１０冊　集まりました♪♪	
☆モモ (岩波少年文庫)ミヒャエル・エンデ   (著,	イラスト),				大島 かお

り (翻訳)☆人生で大切なことは、すべて「書店」で買える。☆バガ
ヴァッド・ギーター ☆バガヴァッド・ギーターの世界☆神の詩―バガ

ヴァッド・ギーター☆クリシュナ―・バガヴァット・ギーター①②③④☆

ニーティサーラ―古典インドの政略論	

ブックリスト	

猫本とMY猫自慢フェスタ～ねこあるあるベスト10を決めよう！～	
2016年5月15日(日)	14:00-16:00		
場所 LIBRARY	＆SHARE　SPACE　小さなお庭と猫の図書館 	

1.　猫の図書館について　　	
　　　コレクションや選書、司書の役割など	

2.　my猫の万国旗づくり	
3.　my猫の万国旗あるあると猫のオススメ本	

　　　＜ねこのあるあるベスト５＞	

　　　1．ねこは飼い主を選ぶ	
　　　2．肌をみると噛む	

　　   ３.	水が苦手	
　　　４．ねこの足ふみふみ	

　　　５．ねこのあるあるがまとまらない！	
　　　　　＜ねこのあるある　人間編＞	

　　　1．ねこに反応＆引力に引き込まれる	

　　　2．岩合光昭を知っている	
　	

レポーター：豊田	

主催者： LIBRARY	＆SHARE　SPACE　小さなお庭と猫の図書館 	

イベントレポート	

参加者：10人	

『タンゲくん』片山健／福音館書店	
『スイッチョねこ』大佛次郎／フレーベル館	

『世界から猫が消えたなら』川村元気／小学館	
『１００万回生きたねこ』佐野洋子／講談社	

『人生はニャンとかなる！ー明日に幸福をまねく６８の方法』水野敬

也・長沼直樹／文響社	
『そろえてちょうだい』いくえみ綾／祥伝社	

『グーグーだって猫である』よりも楽しめる。	
『猫語の教科書』ポール・ギャリコ／ちくま文庫	

『猫とともに去りぬ』ジャンニ・ロダーリ／光文社	
『おこまの大冒険』金子信久／パイインターナショナル	

『こねこのピッチ』ハンス・フィッシャー／岩波書店	

	

ブックリスト	

猫本の楽しい	
イベントだった

よ！司書猫シュレ	

図	
私	
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知的書評合戦ビブリオバトルinさかい 	
2016年4月17日(日)	14:00-15:30		
場所 堺市立中央図書館	

発表者への質疑応答も活発に行われ、観戦者が発表
本にとても興味をもっていただけている様子であった。ビ
ブリオバトル観戦をきっかけに、普段読まない分野の資
料を知っていただけたと感じた。	

「じぶん・この不思議な存在」鷲田 清一／著　	
「日本全国ご当地スーパー掘り出しの逸品」菅原 佳己
／著　講談社	
※チャンプ本	
「<新釈>走れメロス　他四篇」森見 登美彦／著　祥伝社	
「風力鉄道に乗って」斉藤 洋／作　理論社　　	
「世界 悪の鉄道旅行ユーラシア横断2万キロ」　下川 
裕治／著	
　新潮社	
「植田正治小さい伝記」植田 正治／著　阪急コミュニ
ケーションズ　	
	

レポーター：堺市立中央図書館	

主催者：堺市立中央図書館	

イベントレポート	 ブックリスト	

ま	
まちライブラリーでアジアをめぐろう！〜【中国＆台湾】	
2016年4月16日　13：00〜15：00	
場所 まちライブラリー＠あまがえるさいえん	

にわとりのいる大阪府 北端のまちライブラリーは、晴天。絶好の
読書日和。	
台湾のお茶とお菓子を堪能しながら、中国と台湾の話に花が咲きま
した。行った町の話やこれから行きたいところの話し、中国台湾は広
大なので、それぞれ見聞きしたことが様々。それぞれ全部正解なん
だろうなと思います。	
島尾伸三氏著の本が集まりました。	
中国好きにはなんとなくビビビッ！とくる本なんでしょうね。	
	

レポーター： まちライブラリー＠あまがえるさいえん	
	

主催者： まちライブラリー＠あまがえるさいえん	

イベントレポート	

参加者：6人	

参加者：発表者：６名　観戦者：１４名　	
	

• 図説・台湾の歴史　（周 婉窈、 濱島 敦俊）	
・中国図案見学　（島尾伸三）	
・愛と恍惚の中国　（坂仁根）	
・中国茶読本　（島尾伸三）	
・中華人民生活百貨遊覧	
　　　　　　　　　（島尾伸三　潮田登久子）	

ブックリスト	

ま	

図	
公	
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図書館男子が語る山と本と日本酒の話、そして写真も・・・	
2016年４月２２日　18：00〜20：30	
場所しょうないガダバ	

ある日、六甲山に登った様子から話は始まりました。山
に登り、そして降りる様子を写真を見せながら詳しく語っ
てもらったので、実際に山に登った気持ちになります。さ
らにこだわりの靴、カメラ、１０リットル刻みでいくつ所有
しているのかわからないザックの話など、聞き手は興味
津々。さらに日本全国、北海道から屋久島まで様々な登
山の経験談、山小屋の名物料理、東北の秘湯など、本
の紹介を交えて語ってもらいました。１時間くらいしか話
せないといったカタリストは予定を大幅に超えて、１時間
半語り終え、その後は残った有志で「山」の名のついた
銘酒を片手に夜は更けていったのでした。	

山を下りたら山麓酒場　清野 明　交通新聞社	
北アルプス山小屋ガイド　エリア全120軒収録 枻出版社	
六甲山シーズンガイド　春・夏 根岸 真理　神戸新聞総合出版センター　	
山の仕事、山の暮らし　高桑 信一　山と溪谷社	
マタギ　矛盾なき労働と食文化 	田中 康弘 枻出版社	
日本酒の図鑑　全国の日本酒402本を紹介!	マイナビ　	
山小屋ごはん　あったかいごはんできてます　 松本 理恵 山と溪谷社	
シェルパ斉藤の元祖ワンバーナークッキング　 		
斉藤 政喜 	枻出版社　　他多数	

レポーター：須藤有美	
	

主催者：しょうないガタバ	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：発表者：16名　　	
	

お話会スペシャル～かざぐるまをつくろう！～	
2016年4月20日（水）　15：15〜16：30	
場所 山本コミュニティセンター  ３階保育室	

いつもの「お話会」がスペシャルバージョンに！	
	
楽しい絵本の読み聞かせから始まって、昔話「こぶとりじ
いさん」のエプロンシアター公演、 後は綺麗な紙でか
ざぐるまの工作まで、みんなでワイワイ盛り上がりました。	
	
　色とりどりの画用紙とキラキラビーズの「かざぐるま」、
自分で好きな色を選んで組み合わせると、春満開のお
花畑みたいにカラフルになりました。小さなお子さんの
参加もあり、親子で楽しんでくれていました。	

当日読んだ絵本	
	
・やさいさん	
・できるかな	
・かくれんぼどうぶつえん	
・うずらちゃんのかくれんぼ	
	
	

レポーター：佐古田 明奈	
	

主催者：八尾市立山本図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：発表者：32名　　	
	

図	
公	

図	
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古民家ライブラリーをつくろう！	
2016年4月23日　13：00〜16：00	
場所なやライブラリー	
	

兒家住宅は築200年、江戸時代の豪農の屋敷として登録文化
財になっています。ここに、みんなで「古民家ライブラリー」をつ
くりました！	
まずは「ナヤミュージアム」の見学。様々な農具や当時 新の
「縄ない機」、戦時中の防毒マスク、懐かしの昭和なテレビまで
江戸から昭和が満載です。	
　続いて本の紹介タイム。地元堺から日本の民家、海外のも
のまでいろんな民家に関する本が集まりました。　	
　 後に長屋門横の元男衆部屋の一角に、みんなでライブラ
リーをつくりました。名付けて「なやライブラリー」。農家の納屋
と堺の納屋衆の自治の心意気にちなんで名付けられました。
アイリッシュ紅茶をいただきながら、楽しいひと時でした。　	
	

レポーター：笠原　啓史	
	

主催者：なやライブラリー	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
おはなしたんけんたい	
2016年4月23日　11：00〜11：30	
場所豊中市立東豊中図書館　絵本コーナー・集会室	

レポーター：鳥牧　栄子	

主催者： 豊中市立東豊中図書館	

参加者：15名	
	

ま	

図書館の職員の方が紙芝居やマジックを披露したり、缶バッチ作り
が行われ、集まった子供たちと楽しい時間を過ごしました。	

イベントレポート	

参加者：子ども35人、大人15人	

＊この日読まれた本＊	
集会室　「だいじなとどけもの」モーリス・センダック	

　　　　　　「1ねんに365回のたんじょう日プレゼントを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　もらったベンジャミンのおはなし」	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュディ＝バレット	

　　　　　　「リンちゃんのプレゼント」菊池俊	
　　　　　　「おけやのてんのぼり」（紙芝居）川崎大治	
絵本コーナー　　「おはなをどうぞ」三浦太郎	

　　　　　　「おたすけこびと」なかがわ ちひろ	

　　　　　　「おやおやおやつなにしてる？」織田道代	

　　　　　　「はるですはるのおおそうじ」こいで たん	

　　　　　　「ねずみくんのプレゼント」なかえ よしを	

　　　　　　「またまたはーい！」　みやにし たつや	

ブックリスト	

図	
公	
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まちライブラリー＠本の駅植本祭	
2016年4月24日　10：00〜16：00	
場所まちライブラリー＠本の駅	

本の駅は、人生を通して、一緒に楽しむ仲間たちとともに、あり
のままに、自由に、それぞれが好きなことをする憩いの場とし
て、「人に会うと楽しい！」を目標にして、植本祭をしました。	
和泉市で、はじめて出会う「まちライブラリー」、本を囲んで、自
己紹介、本を巣箱に入れました。	
また、福祉施設や学校などを慰問活動されているボランティア
演芸ユニット	
「守口創作紙芝居劇団ころころ座」の皆さんによる、紙芝居、ド
ジョウ掬い、南京玉すだれ、浪曲マジックなどを、鑑賞しました。
地元で、パントマイマーの方も、芸を披露。	
他にも、ギターの弾き語りなど、それぞれが、個性豊かに、自
己ＰＲ！	
大人も、子供も好きなことをする、一生懸命、遊びつくすための
本の駅の植本祭は、宴会メインで、	
華やかに終わりました。	
本の駅の巣箱は、和泉府中駅商店街サードプレイスに、出張
します。	

レポーター：寺下綾子	

主催者：まちライブラリー＠本の駅	

イベントレポート	

ま	
おはなしワールド２０１６	
2016年4月23日　15：00〜15：45	
場所志紀図書館おはなし室	

レポーター：木田	

主催者： 八尾市立志紀図書館	

参加者：参加者数：大人８人、子ども９人	
	

ま	

「おはなしたんけんたい」の皆様によるおはなし会。この日のテーマ
は「プレゼント」。絵本、紙芝居、手あそびとバラエティ豊かな内容で
あっという間の３０分でした。こども達はおはなしの世界にどんどん
ひきこまれていき、手あそびに笑顔もいっぱいでした。	
	
　長年、地域の子どもたちとそのご家族にも親しまれているおはなし
会です。毎月第２・第４土曜日、幼児は絵本コーナー、小学生は集
会室で開催されています。	
　みんなでおはなしの世界を探検しに行きましょう！	

イベントレポート	

参加者：大人14人　小学生5人　幼児14人	

・だるまさんが	
・じごくのそうべえ	
・おめんです	
・やさいさん	

ブックリスト	

図	
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館長と話そう	
2016年4月26日　10：00〜12：00	
場所豊中市立庄内図書館　3階協働事業スペース	

（仮称）南部コラボセンター内に図書館をつくるとしたら、こんな図書
館があったらいいなという話題で盛りあがりました。館長から関連書
籍やスライドを使って塩尻市や有田川町などの図書館の紹介があり、
参加者からは「ゆったり閲覧できるスペースがほしい」「赤ちゃんから
お年寄りまでが交流できて何かが生まれる場所、学べる場所になっ
てほしい」と声が挙がりました。お話しを通じて、少し具体的に図書
館をイメージすることができたかと思います。	
　また、しょうないREKによるリサイクル本販売日も開催されていまし
た。にぎやかな雰囲気のなか珈琲を飲みながら、それぞれの方が
持つ図書館への質問や思いを共有することができました。	

レポーター：小堀 敏己	

主催者：豊中市立庄内図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
ホンノワの一日絵本屋さん	
2016年4月25日　10：00〜15：00	
場所ホンノワまちライブラリー	

レポーター：高島直子	
	

主催者：ホンノワまちライブラリー	

参加者：8名	
	

こどもの本専門店「もらん」の元店主、辻田元美さんにご協力
頂き、ホンノワで一日限定の絵本屋さんを開催しました。「絵
本の読み聞かせと選び方」と「大人も楽しい絵本の魅力」とい
う二つのテーマで辻田さんによるお話会も開催。時折絵本の
読み聞かせをはさみながら、心温まる話に参加者みんなが
聞き入っていました。その場で絵本を購入できるというのも楽
しかったです。	
	

イベントレポート	

参加者：23名	

お話会で読み聞かせいただいた本	
・こびとのくつや	
・おおきなきがほしい	
	

ブックリスト	

ま	

『ささえあう図書館』（青柳 英治/編著）	
『日本の文化施設を歩く』（松本 茂章/著）	
『ハーレムの闘う本屋』（ヴォーンダ・ミショー・ネルソン/著）	
『未来の図書館、はじめませんか？』（岡本 真/著）	
『手をつなごうよ』（松居 友/著）	
『未来をつくる図書館』（菅谷 明子/著）	
『向田邦子の手料理』（向田邦子/著）	
『市民の図書館』（日本図書館協会/編）	
『ラオスにいったい何があるというんですか？』（村上 春樹/著）	
『つながる図書館』（猪谷 千香/著）	
『困ったときに図書館へ 1』（神代 浩/編著）	
『父の詫び状』（向田 邦子）	
『図書館へ行こう！！』洋泉社	
『京都図書館紀行』玄光社	
	
	

図	
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お気に入りの本にフィルムコートしよう！	
2016年4月29日　14：00〜15：30	
場所八尾市立龍華図書館　共同研究室	

当日はＪ：COMの取材も入り、参加者もより緊張の面持ちでスタート
しました。	
参加者に手元が見えやすく、少人数でわかりやすいように３つのグ
ループに分かれて行いました。持ってこられた本はそれぞれ大きさ
の異なったものでしたが、説明しながら順番に作業をして、失敗する
ことなく完成させることができました。	
修理の仕方や、道具の説明を真剣に聞いている方もいました。今回
のイベントを通して図書館の本も大切に扱ってもらえたらと思いまし
た。	

レポーター：中川優衣	

主催者：八尾市立龍華図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
春のおはなし会スペシャル～男性職員おはなし会～	
2016年4月27日　15：30〜16：00	
場所豊中市立岡町図書館　集会室	

レポーター：竹下（岡町図書館職員）	

主催者：豊中市立岡町図書館　	

参加者：9名	
	

岡町図書館男性職員３名によるおはなし会。	
　毎年１回開催しています。男性の低い声で語られるおはなしには、
女性の語りとはまた違った魅力があります。	
　男性職員ばかりの会場に 初は緊張していた子ども達も、 初の
おはなしがはじまると、あっというまに絵本の世界に夢中になってい
ました。	
　普段はあまり目にしない、大型絵本や大きなパネルを使ったおは
なしは大迫力で、子ども達は大きな絵の中に自分も入り込んでいる
かのようにハラハラした表情で見つめていました。	

イベントレポート	

参加者：12名	

・はらぺこあおむし　エリック・カール	
・おかん　平田 昌広	
・ごちゃまぜカメレオン（パネルシアター）	
・どうぶつサーカスはじまるよ　西村 敏雄	
・三びきのやぎのがらがらどん　マーシャ・ブラウン	

ブックリスト	

・持ち歩きたくなるかわいい！自分で作るブックカバー	
・Book	Covers	in	Wadaland（和田 誠）	
・カルトナージュBOOK（井上ひとみ）	
・製本工房美篶堂とつくる文房具（美篶堂）	
・牛乳パックで何つくろ？	
・イチバンよくわかる革小物とバックの教室（片岡 好博）	
・紙袋おりがみ（主婦の友社）	
・余った布で作るかんたんこもの	
・レザークラフトの便利帳（宮坂 敦子）	
	
本を保護するような資料を関連本として集めました。	
	

図	
公	

図	
公	
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ま	
安楽寺住職が語る豊中市の歴史 	
2016年4月30日(土)	14:00-16:00		
場所コワーキングスペースUmidass 	

レポーター：コワーキングスペースUmidass 	
主催者：コワーキングスペースUmidass 	

今回は、本の紹介ではなく、安楽寺の住職が持っている古い地図や
写真を資料として話をしました。	
参加の2名の方は豊中出身の方と、豊中で働いている方で豊中市
の歴史に興味を持っておられる方でした。	
予定は1時間半でしたが、少人数なので質問を受けながら進めたと
ころ、2時間以上の講座になりました。	

イベントレポート	

参加者：2名	

図	
公	

ま	

 植本祭in	まちライブラリー＠大阪府立中央図書館	
2016年5月1日（日）13:00～17:00	
場所 大阪府立中央図書館内カフェ布目の里及びエントランスホール	

会場外から見学している利用者もおり、イベント内容について質問も
受けるなど、今回参加していなかった方々にも興味を持っていただ
けたと思われる。	
お知り合いの方にイベントをお誘いしたところ、「ハードルが高くて私
には無理」というお声が複数あり、テーマ設定や、本を持参するとい
うことのむずかしさを感じた。	
 ４時間という長丁場だったが、途中でお帰りになったのはお仕事の
都合で 初から途中退席をお聞きしていた方おひとりだけだった。
参加された方からは「普段話さない職業の方と話せて楽しかった」
「貴重な本が見れてわくわくした」など、たくさんの感想を頂戴した。
反省としては、 初に本の紹介は5分程度で、とアナウンスすればよ
かったと思った。みなさん本の紹介に時間を取られて、テーマに踏
み込むのが遅れてしまった。カタリストの川勝さんからは、あと１時
間欲しかったと感想を頂戴した。それくらい、４時間があっという間
だったのかもしれません。	

レポーター：仲麻紀子	

主催者： まちライブラリー＠大阪府立中央図書館運営委員会	

イベントレポート	

参加者：35人	

64	



海の公園で五感 高ライブラリー　　	
2016年5月4日　12：00〜14：00	

場所：ぴちぴちビーチ里海公園　（阪南市と岬町の海公園）	

参加者が少なかったのでとことんお話をワイワイ！	
家族でGWには里海公園にきてるというファミリーさんが参加！本を
読んだり食べたり飲んだり、すぐそこの海で貝をみつけたり、アウトド
アの話で盛り上がったり、本と一緒に持ってきてくださったお菓子や
ちまきなどでお腹いっぱいになりました！	
	
風もきもちよくお腹もいっぱいになり	
のんびーりと	
森林浴的なライブラリーになりました！	
	

レポーター：小城　ルミ	

主催者：グラスまちライブラリー	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
第１回みのおキューズモール巣箱植本祭	
2016年5月2日　13：00〜14：00	
場所みのおキューズモール	

レポーター：おくむらたけすけ	

主催者：まちライブラリー	

参加者：5名	
	

子どもたちが自由に楽しく遊べる「ちびっこひろば」の一角に
巣箱型まちライブラリーが誕生しました。誕生に際し駆けつけ
ていただいた3人の方に、まちライブラリーのマークや使い方
を書いていただき、 本を持って来ていただいた方に植本をし
ていただきました。子どもたちはもちろん、一緒に来ているお
とうさんやおかあさんにも読んでもらって、みのおキューズ
モールのまちライブラリーが育っていくといいなぁ(^_^)。これ
からよろしくお願いします	

イベントレポート	

参加者：5名	

コミュニティとマイクロ・ライブラリー 	
ホーキング、宇宙を語る—ビッグバンからブラックホール
まで 	
勝つまでやめない！勝利の方程式 (中公文庫)		
すーちゃん (幻冬舎文庫 ま 10-2)		
何者 	
うさこちゃんとうみ (1才からのうさこちゃんの絵本セット1)	
(子どもがはじめてであう絵本)		
ぐりとぐら [ぐりとぐらの絵本]	(こどものとも傑作集) 名犬
ラッシー (世界名作ファンタジー32)	
 オズの魔法つかい  世界名作ファンタジー (19)	
 赤ずきん (世界名作ファンタジー15)		

ブックリスト	

ま	

IKEAのカトラリー×食	
バーベキュー協会本	
椎名誠の山の食	
他	

ま	
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京都と阪南でエアコラボ！「食」のＳｋｙｐｅピクニックライブラリー! 	
2016年5月7日　13：00〜15：00	

場所：グラスまちライブラリー	

PC画面は空の光の洗礼をうけ、まぶしくって見えず！日傘を持って
いたナイスジェントルマンとお茶のジェントルマンがPC照明設定して
くれました！	
ありがとうございました！おかげ様で大阪と京都のskypeも成功！PC
に向かって本や食べ物をお互い自慢しあったりと、はたから見ると
ただただPCに本と食べ物をやたら近づけ続けている怪しいものです
が、この非日常感と繋がっている特別感はとっても楽しかったで
す！スピーカーも持ってきてくださってて鳥の声もあり～のオサレな
洋楽もあり～ので 
まるで田舎でない、フェス感漂うライブラリーになりました。日本茶葉
紅茶も振る舞っていただき、とても爽やかにアナログとデジタルを楽
しみました！	

レポーター：小城　ルミ	

主催者：グラスまちライブラリー	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
空の下で「まち」をブレスト　　ピクニックライブラリー	
2016年5月5日　14：00〜17：00　（白熱しすぎて1時間延長）	
場所：ぴちぴちビーチ里海公園　（阪南市と岬町の海公園）	

レポーター：小城ルミ	

主催者：グラスまちライブラリー	

参加者：阪南3名と京都TTBBさん　	
	

まちづくりと言えば人気の山崎亮さん、集まった本も山崎さんNo.1で
した。ある方は山崎さんの学校教科書ものを持ってきてくださり、小
さい時からコミュニティーデザイン的なものを大人と共有することって
必要ですよねーなどとワイワイ。本紹介を終えたあと、8分回し読み
をスタート！食べながら読んだり飲んだり、電話したり、子供がすぐ
ヨチヨチ探検に行ってしまうので追いかけたり、近くの遊具へウロウ
ロしてみたり、ルイボスレモングラスティーやおやつをふるまってくれ
たり、スケボー家族が途中参加してくれたり、ブレストでうなったりし
ました。	
爽やかでモグモグでワイワイでうなるような濃い時間を過ごしました
★脳もお腹も心も栄養満タン★	

イベントレポート	

おさるのジョージ　（まちづくりのエッセンス入り）他	

ブックリスト	

ま	

ま	
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書庫にはいれるＤＡＹ　「見つけた」感動を伝えたい☆	
2016年5月12日　11：00〜16：00	

場所：豊中市立野畑図書館　地下1階書庫	

当館の書庫には市内全館から集められた約17万冊の資料を所蔵し
ています。普段は施錠されていて利用者にはご自由にお入りいただ
けないのですが、書庫ｄａｙの日は開放し、資料を自由に手にとって
ご覧いただき、貸出も行っています。当館の定例行事のひとつで、 
年4回程度行っています。この日は、平日にもかかわらず40人ほど
の参加がありました。かなり長く続いている行事ですので、常連の方
も多く、熱心にメモを取られる姿もみられました。	
またこの日はケーブルテレビ、地域コミュニティ誌の取材もありまし
た。	

レポーター：榎　正滋	

主催者：豊中市立東豊中図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
名作を楽しむ　大人のための朗読サロン	
2016年5月11日　14：00〜15：40	
場所　東豊中図書館　集会室	

レポーター：：中田　千絵	

主催者：豊中市立東豊中図書館	

参加者：40名	
	

　東豊中図書館では朗読グループ「草の実会」の方々による朗読サロンが行
われました。	
この朗読サロンは東豊中図書館のオープン以来ずっと続けられている人気
のある恒例行事です。	
春と秋に行われ、豊中市内だけでなく、市外からの参加も多く、毎回足を運

んでくださる熱心なファンの方もいらっしゃいます。	
　当日の演目は、樋口一葉著「十三夜」、角田光代著「口紅のとき」、芥川龍

之介著「鼻」。	
参加された方々は、語り手のみなさんが練習を重ねてこられた朗読に、時に

笑い、また涙して物語の世界に浸り、楽しいひと時を過ごされていました。	
	
　次回は今年の秋に開催を予定しています。	
	
	

イベントレポート	

参加者：39	

当日利用者からご推薦いただいた本のリストです	
	
・国芳の狂画　[歌川 国芳／画]	
・森有正全集　　森 有正／著	
・古代の日朝関係　塙選書 93　山尾 幸久／著	
・とよなか島熊山の自然　見て ふれて 感じて　「島熊山の自然」 10
周年記念誌制作実行委員会／[編]　	
	
取材の際にご紹介した本のリストです	
・新修シェークスピヤ全集　坪内 逍遙／訳 	
・のらくろ　　田河 水泡／著	
・永遠の野原(ハングル版)	　逢坂 みえこ／著（当市ゆかりの作家の
方です）	

ブックリスト	

　当日、朗読されたタイトル以外にも各著者の
著作、関連資料を集め、展示・貸出をしました。	
樋口一葉『樋口一葉小説集』『樋口一葉日記・
書簡集』	
角田光代『紙の月』『幾千の夜、昨日の月』『か
なたの子』	
芥川龍之介『ザ・龍之介』『芥川龍之介短編
集』『芥川龍之介考』	
など	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

図	
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図	
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ふれあう絵本ひろば	
2016年5月14日（土）・15日（日）　9：30〜17：00	

場所　茨木市立中条図書館　１階集会室	

　声に出して絵本を読んでみよう、だれかと一緒にお話しながら読も
うという「絵本ひろば」の特色を生かし、図書館職員が随時絵本を紹
介ながら、本との出会いをサポートしました。	
　乳幼児から、小学生まで、親子での参加が多く、たくさんの絵本と
出会い、親子で読み聞かせをする中でふれあいが生まれ、笑顔が
あふれる場となりました。	

レポーター：小河　光代	

主催者：茨木市立中条図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
懐かしい八尾の風景絵はがき作り！	
2016年5月14日　15：00〜16：30	
場所 　八尾市立青少年センター集会室	

レポーター： 岡本 俊樹	

主催者：八尾市立八尾図書館	

参加者：97名	
	

　八尾ゆかりの作家・今東光（こんとうこう）が当時創作のヒントにした、昭和
30年代の八尾の風景・風物の写真をもとに、用意した様々な下絵に色をつ

けました。	
　当日はJ：COMやFMちゃおの取材も入り、 初は緊張していましたが、次第

に参加者も熱が入り「もう一枚！」と次の下絵に取りかかり、終了時間になる

と「もう時間なの？」と残念がる参加者もあり、世代を超えて盛り上がりました。	

イベントレポート	

参加者：18人	

★こんにちワニ（中川ひろたか）	
★まめうしくんとあいうえお（あきやまただし）	
★だるまさんが（かがくいひろし）	
★もこもこもこ（谷川俊太郎）	
★ねえ、どっちがすき？（安江リエ）	
★ぞうくんのさんぽ（なかのひろたか）	
★実物・大恐竜図鑑（デヴィッド・ベルゲン）	
★デザインあ　あなのほん	
★ねずみくんのチョッキ（なかえよしを）	
★ぼくたちのコンニャクせんせい（星川ひろ子）	
★うしはどこでも「モ～！」（エレン・スラスキー・ワインスティーン）	
★このはなだれの？（内山晟）	
★森はオペラ（姉崎一馬）	
★だじゃれ日本一周（長谷川義史）　	
★ぼちぼちいこか（マイク・セイラー）　　　ほか	

ブックリスト	

・シャモとレンコン畑（田中幸太郎）	
・八尾今昔写真帖（郷土出版社）	
・八尾・柏原の100年（郷土出版社）	
・八尾・今と昔（八尾市教育委員会）	

図	
公	

図	
公	
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