
“ものづくり企業が集う大人の読書会”IN	MOBIO 	
2016年5月9日（月）	19:00-21:00		

場所　ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪） 	

東大阪にある、大阪府のものづくり支援拠点ＭＯＢＩＯ（ものづくりビ
ジネスセンター大阪）において、	
「大人の読書会」と題してイベントを実施しました。	
　　当日は、府内ものづくり中小企業をはじめとする企業経営者や
支援機関の職員が集まり、テーマ本の	
読後感想の発表・意見交換を行いました。参加者は、自身の経験談
なども交えながら、時代とともに変わる	
「道徳」の捉え方や、世代間のギャップなどを語り合い、読書会は大
盛り上がりでした。	
　　府立図書館の司書さんからは「道徳」に関連する蔵書の紹介も
ありました。	

レポーター：ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪） 	

主催者：ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪） 	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
Zine	ワークショップ	
2016年5月15日　10：30〜13：30　14：30〜17：30	
場所 　観光交流施設　きらめきファクトリー	

レポーター：観光交流施設　きらめきファクトリー	

主催者：観光交流施設　きらめきファクトリー	

参加者：19名	
	

「私の富田林」をテーマに、Zineを作るワークショップを2回行いました。それ
ぞれのお思いが詰まった8冊のZineができました。まちライブラリーを展開し

ている2Fの本棚の一角に「Zineコーナー」を作り、飾りました。	

イベントレポート	

参加者：11人	

ま	

　北野武　著　「新しい道徳」	

ま	
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８０ｐ（ページ）まつり	
2016年4月16日（土）　～	5月15日（日）	

場所　豊中市立岡町図書館	

　図書館ウェブサイトから応募した方が週末に見に来られていた。
展示されるのを楽しみに来たとのこと。応募は会場で記入するより、
チラシにつけた応募用紙やウェブを利用されることがほとんどだった。	
　観覧者はいいなと思った応募分に赤丸シールを貼ることで参加可
能。開始当初は同じ応募文に集中したが徐々に他にも広がっていっ
た。	
　当初予想していたほど参加は多くなかったが、参加してくださった
皆さんには表現する楽しさや顔が見えないながらも参加者同志の
交流を楽しんでいただけたと感じている。	

レポーター：森　敦子	
主催者：豊中市立岡町図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
みんなでつくろう、おすすめ本の木	
２０１６年４月１６日～５月１５日　　開館時間内	
場所　茨木市立中央図書館　１階カウンター前特集コーナー	

レポーター：西川ゆかり	

主催者：茨木市立中央図書館	

参加者：46名	
	

　　木の葉っぱ型の用紙に、図書館利用者のおすすめ本を記入して
いただき、それを木に貼り付けて「おすすめ本の木」を育てていきま
した。	
　すすめていただいた本は現物を展示し、貸出できるようにしました。	
　それぞれの想いがこもった推薦文の数々で、掲示板を熱心に読む
利用者の姿が見られました。	
　想定していた大人の本以上に児童書の推薦が多く、展示場所が
華やかになって、利用者の注目を集めていました。	

イベントレポート	

参加者：171人	

富士百句で俳句入門　堀本裕樹  
卵の緒　瀬尾まいこ  

マイクロ・ライブラリー図鑑　磯井純充  
銀河鉄道の夜　宮沢賢治  

自分の仕事をつくる　西村佳哲  

漂流郵便局　久保田沙耶  
芭蕉文集　松尾芭蕉  

生きることのデッサン　村中李衣  
公民館職員の仕事　片野親義  

乳と卵　川上未映子  
パパラギ　ツイアビ　岡崎照男（訳）  

重力の虹　トマス・ピンチョン　佐藤良明（訳）  

采配　落合博満  
かんたん美味４　ベターホーム協会  

いねむり先生　伊集院静  

･･･まだまだ続く	

ブックリスト	

ブックリスト参照	

図	
公	

図	
公	

70	



特集「本の本」	
2016年4月16日～5月15日	

場所　八尾図書館２階	

　コーナー脇を通った人は「本の本？」と足を止め、本を手にとり、
「ああ、なるほどね！」と納得の表情。	
　スタンプラリー参加者には、河内の特産物、河内木綿にちなんだ
「ワタの種」をプレゼントしました。	
　	

レポーター： 岡本 俊樹	

主催者：八尾市立八尾図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	これ見て、作りまし展！　-作品と、参照した本と、作者の感想の展示-	
2016年4月16日～5月15日　図書館開館時間	
場所　豊中市立蛍池図書館	

レポーター：川上薫子	

主催者：豊中市立蛍池図書館	

図書館で見つけた本を見て作ったもの、チャレンジしたことなどを、
本と実物や写真・作者の感想とともに、展示しました。　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見てくれた方から、
「友達に教えてあげよう」「孫に作ってあげたいので本を借りたい」な
どの声も聞かれました。また、たまたま来館された他府県の図書館
の方から、自分たちもこういう取り組みをやってみたい、という感想も
いただき、本を介した小さなつながりを生んでいました。	

イベントレポート	

・ビブリア古書堂の事件手帖　[1]　（三上 延）	
・もういちど読みたい子どものための文学　	

　-テーマで選ぶ日本と外国の作品-　(西本 鶏介)	
・書店ガール　[1]　(碧野 圭)	
・読まされ図書室　(小林 聡美)	
・本のおかわりもう一冊　(桜庭 一樹)	
・本棚探偵の生還　(喜国 雅彦)	
・老いを考える100冊の本-いかに老いを迎える	
　か-　(久我 勝利)	　他130冊	

ブックリスト	

『絵本の国のぬいぐるみ』原優子著、白泉社	
『シュシュ作りましょ』マガジンランド	
『切り絵作家gardenの切り絵で作る浮世絵』	

garden著、朝日新聞出版	
『秋山仁先生の作る！解く！IQパズル大百科　5』	

秋山仁監修、学研	
『おはなしおばさんの小道具』	

藤田浩子編著、一声社	
	
『「生活の木」の手作り石けんのきほん』	

梅原亜矢子著、主婦の友社	
『ふろしきの包みかた』森田知都子著、淡交社	
『こまったさんのオムレツ』	

寺村輝夫作、あかね書房	
など	

	

図	
公	

図	
公	
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「書を持ってまちに出よう！　奥河内読書ｍａｐ」の配布と「奥河内読書レポート」大募集	

2016年4月16日（土）　～	5月15日（日）	
場所：河内長野市立図書館	

　「奥河内読書MAP」は、本を持って行って読書するのにおすすめの
河内長野市内読書スポットとそれぞれの場所で読むのにおすすめ
の本を紹介したパンフレットです。このイベントでは、 「奥河内読書
MAP」の配布と同時に、実際に読書スポットに行って読書をした方か
らのレポートを募集しました。	
　レポートの応募は3通と少数でしたが、絵本「どうぞのいす」のよう
ないすを見つけていただいたり（観心寺付近・写真右上）、白洲正子
さんも聞いたカジカの声を実際に聞かれたり（金剛寺・写真右下）楽
しんでいただけたようです。	

レポーター：河内長野市立図書館　浅井育子	

主催者：河内長野市立図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
特集「新しいチャレンジ応援します!!」	
2016年4月16日（土）～5月15日（日）　図書館開館時間	

場所　山本コミュニティセンター  １階階段横特集コーナー	
レポーター：佐古田 明奈	

主催者：八尾市立八尾図書館	

参加者：約160名（パンフレットを持ち帰った人数）	
	

　「新しい出会いと発見を図書館で!!」をテーマに、新生活を始める
皆様を応援する本や、新しいチャレンジを後押しできる本を、さまざ
まなジャンルから選んで特集しました。	

イベントレポート	

参加者：171人	

・ 『なぜドイツではエネルギーシフトが進むのか』（田口里穂/著　学芸出版
社）[河内長野市立図書館で読書]	
	
・ 『かくれ里』（白洲正子/著　講談社）[金剛寺で読書]	
	
・『どうぞのいす』（香山美子/作　ひさかたチャイルド）[観心寺～延命寺～千
早口駅で読書]	
	
お寄せいただいたレポートは図書館ホームページで紹介しています。	
（読書レポートはその後も随時募集しています。）	

ブックリスト	

（別添リストのとおり　計226冊）	
	
　新入社員向けのビジネス本からリタイア
後の生活を充実させる本、インドアからア
ウトドアまでの趣味の本など幅広く集めま
した。	

図	
公	

図	
公	
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コトバーシティ英語読解講座「俳句を英語で味読快読」	
2016年4月16日　13：00〜14：30	

伊丹市立図書館ことば蔵	

英訳された俳句を題材にことばと表現のおもしろさを再発見する「コ
トバーシティ英語読解講座」を開催しました。	
松尾芭蕉の代表作「古池や蛙飛こむ水のおと」では、例えば「蛙」は
一匹（単数）か、数匹（複数）か、また「飛こむ」は、jumpかleapかhop
か、これだけでも日本語と英語翻訳版との印象がまったく違ってきま
す。	
また、「時制」は、現在形か、過去形か、現在完了形かなど、ことばと
表現の「おもしろポイント」がたくさんあります。俳句４句に対して英
語版８種類を、受講者共々担当講師も楽しみました。	

レポーター：濵昌央	

主催者：伊丹市立図書館　ことば蔵	

イベントレポート	

ブックリスト	

ホンとの出会いは突然に！「としょかんおみくじ」	
2016年４月２９日〜５月１５日	

場所　豊中市立岡町図書館	
レポーター：阪本（岡町図書館職員）	

主催者：豊中市立岡町図書館	

参加者：55名	

おみくじの手順。	
１．筮竹を振り、運命の数字を出す。	
２．その数字の区画から、封筒に入った本を選ぶ。	
３．借りる借りない、その場で読む。あなた次第。	
　今回は大人の方向けにおみくじを作成しました。恥ずかしそうに引いてくださる方、嬉

しそうに引いてくださる方。封筒を開けて本を選ぶ方、見ないまま楽しみに本を借りて
帰ってくださる方。皆さんそれぞれにお楽しみ頂けた様で嬉しかったです！	
　実は本に、私達が考えた「○○吉」付きおみくじを貼付していました。「物語る吉」や「型

破り吉」など、だじゃれも含めて少し本に関連させた吉、借りてくれる方がくすっと嬉しく
なるようにと考えました。	
　おみくじ本の続巻を予約してくださる方もいて、いい出会いがあったように思います。	

イベントレポート	

参加者：50人	

ブックリスト	
包み方全書	武内 元代／編	
キャンパスに咲く花 	福井 希一／編著	
図解包丁さばき百科 	主婦と生活社／編	
ヨーロッパの車窓 	樽谷 功一／著	
なにわ大阪の伝統野菜 	なにわ特産物食文化研究会／編著	
笑う科学イグ・ノーベル賞	志村 幸雄／著	
宝石・鉱物手帳 	地質情報整備・活用機構／編著	
ペコポコ 	今日 マチ子／著	
マラソン1年生 	たかぎ なおこ／著	
むしのほん 	エドワード・ゴーリー／著	
ペンギンの教え 	小菅 正夫／著	
宮大工と歩く奈良の古寺 	小川 三夫／著	
思いやりはお金に換算できる!? 有路 昌彦／[著]
岳物語 	椎名 誠／著	
ローマ人への20の質問 	塩野 七生／著	
昆虫はすごい 	丸山 宗利／著	
ルバイヤート	オマル・ハイヤーム／作	
アップルの人	宮沢 章夫／著	
ろくべえまってろよ 	灰谷 健次郎／著	
人間にとって寿命とはなにか 	本川 達雄／[著]
あたらしい野宿 	かとう ちあき／著	
トビウオの驚くべき世界 	スティーブ・N.G.ハウエル／著　など。	

図	
公	
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ＺＩＮＥワークショップ	
2016年4月17日　13：00〜16：00	

伊丹市立図書館ことば蔵	

アメリカ発祥の手作り本「zine」製作のワークショップを開催。 
講師は、日本初のzine専門店「Books	DANTALION」を開いた（現在は
ネットでのみ展開）堺達朗氏です。 
市内、市外より５人の参加があり、ページづくりから製本まですべて
手作業で、原本とコピーによる複製本２冊を作成。 
自由な内容で、旅行記や自身の活動紹介など、思い思い素敵な
zineが出来上がりました。 
複製本１冊はことば蔵に展示し、来館者が自由に閲覧できるように
なっています。	

レポーター：鹿嶋孝子	

主催者：伊丹市立図書館　ことば蔵	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
つくるゑ本と、くるゑ本	
2016年4月16日～5月14日11：00～17：00	
場所	　　まちライブラリー＠西宮アートサンク	 レポーター：オノヨーコ	

主催者：まちライブラリー＠西宮アートサンク	

参加者：5名	

じぶんオリジナルの絵本をつくり、	
ご縁のある本がやってくる一ヶ月。	

その場に居合わせた人々がそれぞれに	
絵本の創作、印刷、製本などの行程を個々の	

ペースですすめ、つくった作品を展示しました。	

本をつくること、みせること、持ち寄ることを通じて、面識があるないにかかわ
らず、一冊の本がその人物の内側を外部に表現・発信し続けるコミュニケー

ションツールであると共に、そこから派生したご縁が自動的につながっていく
装置となりました。	

イベントレポート	

参加者：50人	

ブックリスト	

図	
公	

ま	
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サン♥ジョルディの日に「恋のカエボン」	
2016年4月23日　13：00〜14：30	

伊丹市立図書館ことば蔵	

サンジョルディの日には、本を通して『恋愛』を語ろう！と今回で４回
目の『恋のカエボン』を開催しました。	
今回は、例年になく（？）少ない参加人数でしたが、お持ちいただい
た本についてゆっくりじっくり語り合う、少し大人の恋のカエボンにな
りました。	
推薦コメント入りの帯もそれぞれ個性的にしあがりました。	
本の交換の後はバラの鉢の交換も。いつごろどんな素敵な花が咲
きますか、心のやりとりも始まって、カップル成立もあるかも？	

レポーター： 三皷由希子	

主催者：伊丹市立図書館　ことば蔵	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
大人の絵本ダイアログ〜絵本で学ぶ、絵本から学ぶ〜 	
2016年4月19日　19：30〜21:30	
場所：amare	(あまり) 	

レポーター：藤本遼	

主催者：尼崎ENGAWA化計画	

参加者：6名	

2時間にわたって、5冊の「絵本」が紹介された。参加者は、大
学生から50代の方までいらっしゃったが、絵本の感想をシェ
アしたり、誰かに手紙を書いたりなどして時間を過ごした。子
どもの頃とはまた異なった視点で絵本を読むことができ、参
加者は非常に満足している様子だった。	

イベントレポート	

参加者：12人	

ブックリスト	

図	
公	

ま	
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三余学寮「ことば科」～ぷらり日本全国「語源遺産」の旅～	
2016年4月29日　14：00〜15：30	

伊丹市立図書館ことば蔵	

今から１００年以上前に伊丹にあった私塾「三余学寮」が現代によみ
がえり、伊丹市内小学校で行われる独自教科「ことば科」の授業を
行いました。	
今回の講師は、放送作家出身の大阪府立高校公募校長で世界で
ただ一人の“語源ハンター”を自称する和栗隆史さん。和栗さんは放
送作家として数々の有名番組を制作する中、日本全国のことばが
誕生した土地を訪れ、ことばの持つ歴史や物語を研究しています。
今回は伊丹に語源がある「くだらない」の他、関西ゆかりの語源につ
いてエピソードを交えて解説していただきました。	

レポーター：小寺和輝	

主催者：伊丹市立図書館　ことば蔵	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
SONODA　ビブリオバトル 	
2016年4月23日（土）10:00-11:30	
場所：園田地区会館　図書室 	

レポーター：園田地区会館　図書室 	

主催者：園田地区会館　図書室 	

参加者：45名	

イベントレポート	

参加者：10人	

ブックリスト	

図	
公	

他	

・ぷらり日本全国「語源遺産」の旅　（わぐりたかし）	
・地団駄は島根で踏め（わぐりたかし）	
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第１回あまがさきキューズモール巣箱植本祭	
2016年5月2日　16：00〜17：00	

場所：あまがさきキューズモール	

植本祭をあまがさきキューズモールで開催しました。	
巣箱を倉庫から出して台車に載せ、設置場所へ。	

たくさんの買い物客でにぎわうキューズモールの2階緑風広場入り口横に設
置しました。何人の方が集まってくださるかな?と心配でしたが、一人ひとりと

ご参加いただきたくさんの本が集まりました。お持ちいただいた本には1冊筒

コメントが書かれています。巣箱下前面にもコメントを書いていただいて、貸
し出し用のノートを箱に付けてます。	

お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。巣箱がたくさんの方に愛され
ますように。	
	

レポーター：寺田和子	

主催者：まちライブラリー	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
ぬいぐるみのおとまり会	
2016年5月1日　11：00〜12：00	
場所　明石市立図書館 2階図書館セミナー室	

レポーター：田中梨枝子（明石市立図書館）	

主催者：明石市立図書館	

参加者：18名	

イベントレポート	

参加者：33名　（子供19名大人14名）	

ブックリスト	

ま	

ぬいぐるみのおとまり会は、子どもたちのお気に入りの
ぬいぐるみが図書館の中を探検したり、絵本をよんだり、
図書館の仕事をする様子をフォトアルバムにしてとどけ
ることにより、子どもたちに図書館や本に関心を持って
もらうことを目的にしたイベントです。今回は17組のぬ
いぐるみと子供たちが参加、電子書籍による絵本のよ
みきかせもありにぎやかな会となりました。お迎えの日、
一番乗りで来てくれた兄弟が、ぬいぐるみの頭をなでな
がらアルバムに見入る姿が印象的でした。	

本で人をつなぐ まちライブラリーのつくりかた 	
上町学—再発見・古都おおさか 	
世界がもし100人の村だったら 	
老いた親を愛せますか?	それでも介護はやってくる 	
またおいで 	
きことわ 	
コミュニティとマイクロ・ライブラリー 	
ついやってみたくなる「不思議」の本 (講談社文庫)		
美女と野獣 (ディズニー・ゴールデン・コレクション (34))		
頭が良くなることわざ辞典 	
成功のための未来予報 	
ティファニーで朝食を (新潮文庫)		
自分の中に毒を持て—あなたは“常識人間”を捨てられるか 	
クマにあったらどうするか:	アイヌ民族 後の狩人 	
姉崎等 (ちくま文庫)		
よくきたね (0.1.2.えほん) 世界名作ファンタジー (2)	
	ピーター・パン (世界名作ファンタジー34)		
アニメ版 トトイ	
マイクロ・ライブラリー 図鑑 	
スマイルプリキュア 	
マイクロ・ライブラリー 人とまちをつなぐ小さな図書館 	

図	
公	
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みつづみ書房 特別企画「ソルトナイト vol.1」	
2016年5月10日　18：30〜21：00	

場所：古書 みつづみ書房（兵庫県伊丹市）	

人が生きるのに欠かせない『塩』。	
藻塩、岩塩、ワイン塩、ぬちまーす等々、それぞれの個性を引き出す 高の

食材を模索しながら、30種超のお塩をテイスティングしつくすというだけの集
い『ソルトナイト』を開催しました。	

白米、豆腐、おそば、牛ヒレ肉、万願寺とうがらし、納豆、厚揚げ、パンの耳

など、各種試してみましたが、ゆで卵風味の岩塩の存在感に勝るものはあり
ませんでした～。	

いつかどこかで第二弾を企画します！	
	

レポーター： 三皷由希子	

主催：しばたよしみ（水辺の図書館）、 みつづみゆきこ（みつづみ書房）	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
ことば文化都市伊丹10周年記念講演	
「本でまちと人を輝かすコミュニティづくり」	
2016年5月3日　13：00〜15：15	
場所　伊丹市立図書館ことば蔵	

レポーター：小寺和輝	

主催者：伊丹市立図書館ことば蔵	

参加者：8名	

イベントレポート	

参加者：20名　	

ブックリスト	

本を通じて人とつながる交流拠点「まちライブラリー」の
提唱者・礒井純充さんによる講演会を開催しました。	
まちライブラリーの活動を市民に知ってもらうために、ま
ちライブラリーを始めた礒井純充さんをお招きし、本を
通じてまちと人を活き活きさせることの魅力や有用性を
講演していただきました。	
また、後半は礒井さんとカエボン棚を運営する「カエボ
ン部」の部長・三皷由希子さん（古書店店主）によるトー
クセッションも行いました。	

『塩の道』 (宮本 常一　1985年　講談社学術文庫) 	
『塩の道を探る』 (富岡 儀八著　1983年　岩波新書)	

『禅の庭』 (水野 克比古 1990年　SUIKO BOOKS) 	
『新しいごはん―野生酵母でつくるレシピ』	

（北原 まどか著　2007年　学陽書房） 	

『塩の街』 (有川 浩著　2010年　角川文庫) 	

図	
公	

・マイクロ・ライブラリー（まちライブラリー）	
・まちライブラリーのつくりかた（礒井純充）	
・マイクロ・ライブラリー図鑑（礒井純充）	
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大人のためのお話コンサート～絵本とウクレレ　聴いて楽しむ本の世界～	

2016年5月12日　13：30〜15：00	
場所：スタジモにしのみや（阪急西宮ガーデンズ５階）	

スタジモにしのみや　まちライブラリーでのブックフェスタイベントの２日
めは、西宮在住の絵本セラピストで フリーアナウンサーの来栖史江さん

と、 ウクレレ奏者の北嶋奈津子さんの スペシャルユニット「ナックル」さ
んによる大人の午後にぴったりの演奏と朗読の時間でした。趣向を凝ら

してチョイスされた大人のための本の語りとウクレレの音色とのハーモ

ニーが絶妙で、参加のみなさんは、うっとりされていました。コンサート後
は、来栖さん、北嶋さんと、ご参加者のみなさんでお茶を飲みながらの

交流タイム。それぞれ自己紹介をして、語りや演奏の感想を語り合いま
した。元々お知り合いの方同士はさらに親交が深まり、初めて会われる

方同士もゆるなかにつながれる、豊かな時間となりました。	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
千代野さんと絵本を楽しもう！！	

2016年5月11日　14：00〜15：30	

場所　スタジモにしのみや（阪急西宮ガーデンズ５階）	
レポーター：石原敏孝	

主催者：スタジモにしのみや	

参加者：21名	

イベントレポート	

参加者：8名　	

ブックリスト	

ま	

スタジモにしのみや　まちライブラリーでのブックフェスタイベントの初日
は、西宮在住で、関西の語り部の第一人者である 田中千代野さんに、

絵本の語りや手遊びを披露いだだきました。小さなお子さんに加え、西
宮、神戸の方々はもとより泉大津や三重から、地域や家庭や学校で、子

供たちのために読み聞かせなどの活動をされている方々が参加され、

千代野さんの技に、目を輝かせながら、熱心にメモを取られていました。
アフターには、千代野さんのはからいで、参加のみなさんで、それぞれ

の活動の現場での課題、絵本の具体的な読み方や選び方のコツなど、
熱心な質疑が行われました。千代野さんを囲んで、子供たちのために絵

本の活動を志されている方々の熱いつながりと深い学びや気づきが生
まれた一日になりました。	

「ちいさいわたし」作：かさいまり、絵：おかだ ちあき、出版社：くもん出
版　／「おへそのあな」 長谷川義史、 BL出版	

／「ねこのピート だいすきなしろいくつ」作：エリック・リトウィン、絵：
ジェームス・ディーン 、訳：大友剛、文字画：長谷川義史、出版社：ひさ

かたチャイルド　／「わたしはあかねこ」作：サトシン、絵：西村敏雄、出

版社：文深堂　／「どんなかんじかなあ」 作：中山千夏、絵：和田 誠、
出版社：自由国民社　／「ぼくはうさぎ」 作：山下 哲、絵：:福田利之 、

出版社： あかね書房　／「ほげちゃん」作：やぎ たみこ 、出版社：借成
社　 ／「くまとやまねこ」作：湯本香樹寒、絵：酒井駒子、出版社：河出

書房新社　／「赤いくつ」 作：アンデルセン、絵：:降矢なな 、訳：岩崎 
京子、出版社:女子パウロ会　／「100万回生きたねこ」 作、絵：佐野洋

子、出版社：講談社	

軍手人形で　「のはらうた３」　くどうなおこ、 童話屋　／「とってくださ
い」 福知伸夫、福音館　／「ちようちよひらひら」　にしまきかやこ、こぐ

ま社 「いちご」 平山和子、福音館　／「おさかないっぱい」増田純子、
福音館　／「かんかんかん」 のむらさやか、福音館　	

／「のっていこう」木内達郎、福音館　／「がちゃがちゃどんどん」 元永

定正、福音館　／	
組木人形で　「おおきなかぶ 」　福音館絵本より　／「親子のカラス」	

パタパタ紙芝居で　「これは おひさま」　谷川俊太郎、福音館絵本より	
ペーパーシアターで 「いないばあ」	

ふれあい遊び　 「うさぎさんかわいいね」 「こいのたきのぼり」 「ゆうら
り ゆうらり」	

	

レポーター：石原敏孝	

主催者：スタジモにしのみや	

ま	
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西宮まちライブラリー交流会　ＤＡＹ２	

2016年5月12日　13：30〜15：00	
場所：スタジモにしのみや（阪急西宮ガーデンズ５階）	

スタジモにしのみや　まちライブラリーでのブックフェスタイベントの 終
日（４日め）は、前日に続いて「西宮まちライブラリー交流会」と題して、西

宮の本に関する活動グループによるミニイベントが開催されました。「図
書館のおはなし屋さんとおりがみ屋さん」は、現役の図書館司書の方々

が、子供たちと一緒に折り紙や お話を楽しみました。「読書会小さな靴

あと」は、「西宮のむかし話」をもとにしたオリジナルの双六あそびで、若
いご夫婦、おばあちゃま世代まで幅広くお集まり頂き、大家族のような雰

囲気で盛り上がりました。図書館司書の方々のアウトリーチ活動による
新たなつながり、すごろくという懐かしい遊びが新しいコミュニティを	

産み出す可能性など、これからのスタジモにしのみやまちライブラリーの
新しい活動スタイルを予感させる一日となりました。	

また、この４日間、「子どもたちの読書自由空間　どんぐり文庫」、「西宮く

ぐつ座」から、展示物の提供を受け、夢あふれる空間ができあがりました。	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
西宮まちライブラリー交流会ＤＡＹ１	

2016年5月13日　13：30〜18：30	
場所　スタジモにしのみや（阪急西宮ガーデンズ５階）	

レポーター：石原敏孝	

主催者：スタジモにしのみや	

参加者：28名	

イベントレポート	

参加者：100名　	

ブックリスト	

ま	

スタジモにしのみや　まちライブラリーでのブックフェスタイベントの３日
めは、「西宮まちライブラリー交流会」と題して、西宮の本に関する活動

グループによるミニイベントが開催されました。	
「子ども絵本文庫ぷくぷく」は、わらべうた、絵本、手遊びなど、「カナリ

ア」さんは、手遊び、エプロンシアター、人形劇、オカリナ演奏など、「お

はなし畑」さんは、歌、手遊び、絵本、紙芝居、人形劇などを、たくさんの
お子さんを前に披露しました。	

イベントの後は、西宮流さん、西宮アートサンクさん、マイマイショップさ
ん、西宮市立鳴尾図書館さん、西宮市立北口図書館さん、どんぐり文庫

さんなど、今回、ブックフェスタにエントリーした西宮のまちライブラリー・
市立図書館及び４日間のイベントに参加されたグループのみなさんで大

交流会を開催しました。西宮で本に関するグループがこれだけ結集した

のはなかなかないことで、様々な情報交換や相談が行われ、この場を
起点にしたさらなる活動の盛り上がりが期待される一日になりました。	

【図書館のおはなし屋さん　折り紙屋さん】	
 「びっくりまつぼっくり」　／「たこやきのたこさぶろう」／「なり

たいな」（パネルシアター）	
　／「くらいもり」　（ストーリーテリング）　／「おばけのもり」　

／「ことりのちいさなちいさな　たまご」　	
　／「わごむはどれくらいのびるかしら」	
【読書会　小さな靴あと】	

「西宮のむかし話」　森田雅也・生駒幸子 、関西学院大学出
版会	

【子ども絵本文庫　ぷくぷく】　「みんなおなじ でも　みんなちがう」　奥
井 一満　／「にんじんのたね」　ルース・クラウス　／　「これはなみ

だ？」　栗林 慧　／　「おさるとぼうしうり」　エズフィール・スロボドキー
ナ　／　「へびくんのおさんぽ」　いとう ひろし　他　 	

【読み聞かせグループ　カナリア】　「おむすびころりん」　／「なにわの

でっち　こまめどん」　／「ミミちゃんありがとう　」	
【おはなし畑】　「バスにのって」　荒井 良二　／「わたしのおべんとう」　

スギヤマ カナヨ　／「ぼくのおべんとう」　スギヤマ カナヨ　	
　／　「もったいないばあさん」　真珠 まりこ　／「やさいのおなか」　き

うち かつ　／「おおかみときのこ」　童話「赤ずきん」より　	

レポーター：石原敏孝	

主催者：スタジモにしのみや	

ま	
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俳句短歌ライブ	
2016年4月17日　13：00〜16：00	

伊丹市立図書館ことば蔵	

「ことば文化都市伊丹」10周年を記念して、ことば蔵で「俳句短歌ラ
イブ」が開催されました。	
講師を務めた朝倉晴美さんと田中ましろさんの案内のもと、今号の
伊丹俳壇・歌壇に投稿する作品を作り、坪内稔典さんと尾崎まゆみ
さんが対決形式で講評を行いました。イベントで生まれた１７１点に
事前投稿作品２０９点を加えた選定の結果、当日参加したかつらい
すさんと山本純子さんが、それぞれ 優秀賞に選ばれました。（写
真右下）	

レポーター：牛隆佑	

主催者：伊丹市立図書館　ことば蔵	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：57名	

若者から年配の方まで色々の方が参加されました。 
当日、文芸同人誌をつくるために、各自持ち寄った文章を参加者で読み上げ、

皆で感想などを述べ合いました。そして詩、自分史、創作などジャンルは多
数でした。 

それぞれの方の文章は読みやすく、レベルの高さに驚きました。また詩を書

かれた方は 初見学ということでしたが、いつの間にか参加をされていて、
次回新しい詩を持ってくると意欲を見せていました。 

次回は訂正した文章を持ち寄り、簡単なプロットタイプの本をつくり、３回目で
同人誌を作っていく方向性を決めました。また新しい参加者も募集します。次

回はことば蔵で、６月１１日(土)１３：００からです。	

ブックリスト	

図	
公	

文芸同人誌を作ろう	
2016年5月14日　13：00〜15：00	

伊丹市立図書館ことば蔵	
レポーター：細尾哲也	

主催者：伊丹市立図書館　ことば蔵	図	
公	

イベントレポート	

参加者：7名	
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カエボンスタンプラリー	
2016年3月5日〜6月26日	

伊丹市立図書館ことば蔵	

自分の好きな本を誰かの好きな本と交換することができる「カエボン
棚」を巡り、スタンプをすべて集めた人に特製バッグ＝右写真＝をプ
レゼントする「カエボンスタンプラリー」を開催しました。	
カエボン棚は、平成２４年７月のことば蔵開館時に市民らが持ち寄っ
た１０冊から始まり、現在５００冊を超えました。昨年４月に市立中央
公民館、同年７月に図書館南分館と図書館北分館に増設し、現在
は市内４カ所に設置されています。	
また、スタンプラリー期間中には、各館で本を持ち寄って交流する
「カエボン部」も開催。初めてカエボンを知った方も多く、カエボンの
輪が広がるきっかけになったと思います。	
	
	

レポーター：小寺和輝	

主催者：伊丹市立図書館　ことば蔵	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：多数（開催中）	

「友」をテーマに５名のバトラーがおススメの本を紹介しま
した。当日飛び入り参加のバトラーさんも！	
西宮のビブリオでは珍しく、ほとんどが小説というライン
ナップ。セッションタイムも盛り上がり、今回も楽しい会とな
りました。	

ブックリスト	

図	
公	

第１６回　ビブリオバトルｉｎにしのみや	
2016年5月15日　14：00〜15：30	

場所　　　西宮市立北口図書館	
レポーター：　　中尾	

主催者：西宮市立北口図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：30名	

今回のチャンプ本	
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taomoiya(6)「本の帯だけ」 	
4月29日(金)15:00-20:00･4月30日(土)11:00-20:00		

場所：試住空間　エコハウス町家　 	

大学で本の帯を研究した経験を活かし、1500本の本の帯を会場
に集め、その中から厳選した150本の帯を展示しました。展示期
間中には、「おび会」と題して本の帯について語り合ってみたり、
実際にオリジナルの帯を作ってみる時間を設けました。小説家さ
んや読み聞かせの活動をされている方、書店員さんなど元々帯
に興味のあった方々から、初めて帯に注目したという方まで、お
もしろい時間をみなさんで過ごしました。	

レポーター：taomoiya藤村友弥	

主催者：taomoiya	

イベントレポート	

参加者数：イベント参加１０名、展示２０名	

　 大阪府との県境にある兵庫県川西市。市民活動センター・男女共同参
画センターのライブラリースペースには、小説や絵本を含め約3,000冊の

本が並んでいます。いわば「地域の資源」でもあるこれらの本を使って、
川西のまちのユニークな人や活動を紹介できたらいいな…今回の企画は

そんな思いから始まりました。	
　 介護福祉士や映像作家、ワークショップデザイナー、お寺の住職など、
さまざまなジャンルの15人が選んだ16冊に、それぞれのコメントをつけた

オリジナルの帯をつけて展示しました。本を手にとってじっくり眺めたり、
貸し出しを希望される来館者のかたも多く、J：COMチャンネルの地元

ニュースでも取り上げていただきました。	

ブックリスト	

「会いたくなる本棚」展	
2016年4月16日（土）～5月15日（日）	

場所　川西市市民活動センター・男女共同参画センター	
レポーター：入江陽子	

主催者：川西市市民活動センター・男女共同参画センター	
	

イベントレポート	

参加者：5,808人（展示期間中の延べ来館者数）	

ま	

•  かもめ食堂（群ようこ）	
•  ぎゅっ（ジェズ・オールバラ）	

•  くだもの（平山和子）	
•  圏外編集者（都築響一）	

•  元気になる会議～ホワイトボード・ミーティングのすすめ方（ちょんせい

こ）	
•  心にナイフをしのばせて（奥野修司）	

•  自分の感受性ぐらい（茨木のり子）	
•  正々堂々がんばらない介護（野原すみれ）	

•  つきのよるに（いもとようこ）	
•  西の魔女が死んだ（梨木香歩）	

•  日本をソーシャルデザインする（グリーンズ）	

•  半農半Xの種を播く（塩見直紀と種まき大作戦）	
•  ハチドリのひとしずく（辻信一）	

•  100万回生きたねこ（佐野洋子）	

•  雪と珊瑚と（梨木香歩）	
•  さるるるる（五味太郎）　　　　　　　　　　※50音順	

他	
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スペシャルＴＴＢＢ！「本とビールと小旅行」	
2016年5月7日　	

第1部 13：00〜15：00@京都 鴨川 河川敷	

　「春風にのって、本とビールが誘う小旅行へ。」と	
ＴＴＢＢが誕生した昨年のブックフェスタ。2回目の参戦である今年は一周

年記念ということで、なななんと「小・旅・行」の3本立て！	
◆第1部＜小＞は京都・鴨川の河川敷にて。　大阪・阪南市で開催されて
いるグラスまちライブラリーとSkypeで通信する前代未聞のエアコラボに成

功！	
◆第2部＜旅＞は京阪特急ダブルデッカーでリアル小旅行。参加者全員

が無事着席。まさかの日本酒の差し入れもあり、浮かれ気分でまたまた
乾杯！	

◆第3部＜行＞は大阪・天満橋のエル・ライブラリーのバザーイベントへ

突撃。お買い物で運営の応援です。急遽館内案内もしていただき充実の
時間。	
その後会場を替え改めて乾杯を！　バザーでゲットした本を順に紹介し
盛り上がり絶頂の宴でありました。	
　その後も一部メンバーは飲み続け・・・。	
ＴＴＢＢのコンセプト通り、本と乾杯に浸った一日でありました！	
うまうまホットドッグを提供していただいたJungleCave、コラボしていただい

たグラスまちライブラリー、エル・ライブラリー、参加者のみなさまに大感

謝です！！	
	
	

レポーター：ＩＮ＠Ｋ　（Iso	&	nishiyama	@	KYOTO）	

主催者：まちライブラリー＠TTBB	

イベントレポート	

参加者数：全体で18名	

29年間絵本一筋の、えほん館をされている店長の花田さ
んに、大人むけの絵本や絵本の魅力を語って頂きました
うえ、	
絵本の読み聞かせをして頂きました。	
花田さんの絵本に関する思いや笑顔にひたすらなごみま
した。	
また参加者の皆様より、お持ちいただきました好きな絵本
を語り合い、そして	
意外な繋がりや新しい交流、また、色々な気づきや学び
がありました	
	

ブックリスト	

絵本と本でまち、ひと、つながり発見	
2016年５月１日　13：00〜16：00	

場所　えほん館	
レポーター：東裕美	

主催者：NPO法人Civil	Collegeむすびらき	

イベントレポート	

参加者：5,8人（展示期間中の延べ来館者数）	

ま	

たこやきのたこさぶろう、オニのサラ
リーマン、ねこのピート、カクレンボ
ジャクソン、キムチの絵本、からす
のパンやさん、つかまえた、Liele	
Tern、らっこ	

ま	

ブックリスト	
木かげの家の小人たち（いぬいとみこ）	
海士人――隠岐の島・海士町 人々に出会う旅（COMMUNITY TRAVEL GUIDE）	
トットひとり／トットチャンネル（黒柳徹子）	

鋼の錬金術師（荒川弘）	
かんさい絵ことば辞典（ニシワキタダシ）	

ミクロイドS（手塚治虫）	
初雪（モーパッサン）	
古書泥棒という職業の男たち: 20世紀 大の稀覯本盗難事件	

（トラヴィス マクデード）	
ぼくの小鳥ちゃん（江國香織）	

銀河鉄道の夜（宮澤賢治）　　ほか	

第2部 15：00〜17：00	
@京阪特急ダブルデッカー　	

（三条 → 天満橋）	

第3部 17：00〜21：00	
@エル・ライブラリー 	
洋風創菜アコモデTATEYA	
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大原の地元の方々と語り合いながら、文学、文化、歴史
深いまち「大原」を散策。歩いてみて発見することも多かっ
たです。	
また、大原石窯マルシェが開催されていたため、交流しあ
い、寂光院を途中に自然と触れ合いながら散策しました。	
	

ブックリスト	

絵本と本でまち、ひと、つながり発見〜大原編〜	
2016年５月１5日　13：00〜16：00	

場所　大原まちライブラリー&大原レモンハウス	
レポーター：東裕美	

主催者：NPO法人Civil	Collegeむすびらき	

イベントレポート	

参加者：5人	

ま	

京都、大原の四季、京都映画商業論、ぼんぼん、寂
光院、ふたりのイーダ、物語京都の歴史、珍訳聖書、
オーロラの下で、冒険者たち、BMX&MTB、目こぼし歌
こぼし	
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奈良県立図書情報館 ビブリオバトル＃６５　第２部	
サン・ジョルディ de	ビブリオバトル　書店員さんによるエキシビションマッチ	
2016年4月16日　15：00〜16：00	

奈良県立図書情報館のビブリオバトルは、毎月1回開催していま
す。4月は、毎年恒例、奈良県書店商業組合との共催で、本と赤
いバラを贈る「サン・ジョルディの日」にちなみ、「サン・ジョルディ 
de	ビブリオバトル」を開催しています。第２部は恒例の県内書店
の書店員さんによるエキシビションマッチで、テーマは「贈りたい
本」でした。今回は5人の書店員さんによる発表でした。チャンプ
本は、アガサ・クリスティーの　『春にして君を離れ』　でした。普段
は無口そうな書店員さんが熱く語り、一層、本の魅力が引き出さ
れるようです。チャンプ本発表者には、当館ビブリオバトル部特
製本のメダルのしおりが贈られるとともに、赤いバラの花束が贈
呈されました。	
共催：奈良県書店商業組合	

レポーター：乾　聰一郎	

主催者：奈良県立図書情報館	

イベントレポート	

参加者数：40名	

ブックリスト	

1　シェル・シルヴァスタイン　　　『ぼくを探しに』　　
(ベニヤ書店さん）	
2　鈴木のりたけ　　『ケチャップマン』　　　（啓林
堂郡山店さん）	
3　崎川範行　　『エジソン―いたずらと発明の天

才』（ラックス柏木店さん）	
4　アガサ・クリスティー	『春にして君を離れ』　　

(啓林堂奈良店さん）	
5　安野光雅　　『旅の絵本』　　　　　　　　(庫書房

さん）	
	

場所　奈良県立図書情報館 2Fメインエントランス	

図	
公	

奈良県立図書情報館 ビブリオバトル＃６５　第1部	
2016年4月16日　13：30〜15：00	

奈良県立図書情報館のビブリオバトルは、毎月1回開催していま
す。4月は、毎年恒例、奈良県書店商業組合との共催で、本と赤
いバラを贈る「サン・ジョルディの日」にちなみ、「サン・ジョルディ 
de	ビブリオバトル」を開催しています。第1部は通常のビブリオバ
トルで、今回のテーマは「10年後にまた読みたい本」でした。普段
は5～6人が発表してチャンプ本を競うのですが、今回は8人の発
表希望があり、当館ビブリオバトル始まって以来の大人数でのバ
トルとなりました。チャンプ本は、村上春樹の　『神の子どもたち
はみな踊る』　でした。チャンプ本発表者には、当館ビブリオバト
ル部特製本のメダルのしおりが贈られるとともに、奈良県書店商
業組合から赤いバラの花束が贈呈されました。	
共催：奈良県書店商業組合	

レポーター：乾　聰一郎	

主催者：奈良県立図書情報館	

イベントレポート	

参加者数：40名	

ブックリスト	
1　若松英輔　『悲しみの秘義』	
2　板坂　元　『何を書くか、どう書くか―知的文章の技術』	
3　伊坂幸太郎『砂漠』	
4　ウェルズ　『タイムマシン (光文社古典新訳文庫)』	
5　朝井リョウ　『桐島、部活やめるってよ』	
6　村上春樹　『神の子どもたちはみな踊る』　★チャンプ本	
7　渡辺俊美	『461個の弁当は、親父と息子の男の約束。』	
8　久米田康治　『さよなら絶望先生』	

場所　奈良県立図書情報館 2Fメインエントランス	

図	
公	
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奈良県立図書情報館ビブリオバトル関連トークイベント	

「本を届けること」を考えるトークセッション	
2016年4月23日　14：00〜18：00	

活字離れ、書店不振など、本を取り巻く環境は厳しい状況が続い
ています。しかし、本当は、つくられた本がちゃんと届いていない
んじゃないか、そんなことを出発点に、本をつくる編集者の立場
から、 近『圏外編集者』を上梓された編集者の都築響一さん、
本を売る書店の立場から、スタンダードブックストア代表の中川
和彦さんをお招きし、改めて「本を届けること」についてお話しい
ただきました。都築さんからは「本を読んでもらいたい！という気
持ちを作り手や送り手が忘れてませんか？」、と。また中川さん
からは「本屋としては、本を届けるために、まず本屋に来てもらう
ための仕掛けを考えなければいけない。」とも。4時間の長丁場で
したが、抱腹絶倒、でもその笑いの先にある本質を突くことばに
ふと考え込んでいる方の姿もありました。	

レポーター：乾　聰一郎	

主催者：奈良県立図書情報館	

イベントレポート	

参加者数：40名	

ブックリスト	

場所　奈良県立図書情報館 １F交流ホール	

図	
公	

第34回ビブリオバトルinいこまテーマ　テーマ「金」	
2016年4月24日(日)	14:30-16:00		

第34回ビブリオバトルinいこまテーマのテーマは「金」！ 
6名の発表者を含む18名の参加がありました。 
 
お金に小判に将棋まで、さまざまな「金」にまつわる6冊が紹介さ
れました。 
参加者の投票により、一番読みたい本に選ばれたのは『西鶴名
作集　２１世紀版少年少女古典文学館１７』でした。 
生駒市図書館	＆	生駒ビブリオ倶楽部では、	
毎月ビブリオバトルを開催しています。 
hep://ikomabiblio.jimdo.com/ 

レポーター：明石友貴 

イベントレポート	

参加者数：18名	

ブックリスト	

1.『恐慌に立ち向かった男　高橋是清』松山祟 
2.『１ドルの価値／賢者の贈り物』Ｏ．ヘンリー 
3.『スパイラル　ハゲタカ外伝』真山仁 
4.『経済学・哲学草稿』マルクス 
5.『西鶴名作集　 
　　２１世紀版少年少女古典文学館１７』藤本	義一 
6.『将棋駒の世界』増山雅人 
 

場所：生駒市図書会館（奈良県	生駒市辻町238） 
図	

公	



だいたい吉野	
2016年5月7日　8：30〜17：00	

　「だいたい吉野」を開催しました。	
出崎・小野さん・内田さん・東さん4人で持ち回りで開催しております「だい

たい満月に～ぶらりまちライブラリーラリー」のスピンオフ企画。	
《日帰り読書旅》本を持って吉野に行こう！	

10時半　近鉄電車大和上市駅集合	

レンタサイクルにて吉野中央木材(株)製材所見学	
そのままレンタサイクルにて山道30分　美林到着	

お弁当広げ　それぞれでくつろぐ	
お茶やコーヒーのおもてなし	

山を下りてゲストハウス「三奇桜」にて本の紹介	
地元の人に吉野のお話、歴史を聞く	

17時ごろぼちぼち解散	

私は近鉄特急にてビール片手に旅気分満喫	
今度はお泊り企画を！	

レポーター：デサキ	

主催者：だいたい吉野	

イベントレポート	

参加者数：13名	

ブックリスト	

場所：奈良県吉野郡吉野町周辺 　	

ま	
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ビブリオバトル in	橋本市図書館	
2016年4月23日(土)	13:30-15:00		

橋本市図書館でビブリオバトルが開催されるのも今回で9
回目ですが、今回は初めてブックフェスタの一環として開
催させていただきました。公共図書館の主催ということもり、
個性豊かな世代の異なる4名の方にバトラーとしてご参加
いただきました。今回のチャンプ本になったのは「ハッピー
バースディ」という本で、橋本市内にある私立高校図書部
からご参加の女子高校生が優勝の栄冠に輝きました。	

レポーター：明石友貴 

イベントレポート	

参加者数：15名	

「ハッピーバースディ」	
「重大少年事件の実証的研究」	
「なぜ私は韓国に勝てたか」	
「庭説法」	

場所：橋本市図書館 
図	

公	

ブックリスト	



徳島ブックカフェ～本の展示・交換会 	
2016年5月7日(土)	15:00-18:00		

　まちライブラリー「ビブリオラボ徳島」は、「徳島ブックカ
フェ～本の展示・交換会」を行いました。日時を5月7日
（土）15時から18時まで、会費500円（1ドリンク付き）でした。
場所は徳島大学近くのきものカフェ「ふりく」。ブクブク交換
会で参加者が持ち寄った本を互いに交換をしてから、
「ブックロールショウ」という一種の朗読劇を、大学の文学
クラブによって実施してもらいました。同時に、「徳島読書
人が選ぶ 高の31冊」という、徳島大学総合科学部のプ
ロジェクトの一環で選書した本を手作りの本棚に展示しま
した。想定した以上の参加者があり、おおいに盛り上がり
ました。四国初のブックフェスタ・イベントは、幸先のよいス
タートを切れたものと思います。	

レポーター：依岡隆児	

主催者：依岡隆児	

イベントレポート	

参加者数：27名	

ブックリスト	

場所：きものカフェ「ふりく」 	

	
・タイトル　（著者）	
『美しき日本の残像』（アレックス・カー）	
『陰翳礼讃』（谷崎潤一郎）	
『おんなのことば』（茨木のり子）	
『読書からはじまる』（長田弘）	
『場所』（瀬戸内寂聴）	
『ぼくを探しに』（シルヴァスタイン）ほか	
	
	

ま	
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ブックフェスタクロージング	
2016年5月15日　17：30〜19：300	
場所まちライブラリー@もりのみやキューズモール	

1ヶ月にわたって各地でさまざまな本と人に出会うイベントが開催されたブッ
クフェスタの 終日。クロージングイベントを行いました。	

実行委員長の橋爪紳也氏に総括のコメントをいただくとともに、各地の方か
ら報告をしていただきました。参加の皆さんともフェスタ期間に起こったあれ

これを共有できる日となりました。	

レポーター：奥井希	

主催者：事務局	

イベントレポート	

参加者：30人	

ま	


