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はじめに 

　まちライブラリーブックフェスタ2017in関西は、私設図書館である「まちライブラリー」と公共図書館、書店、
ショップなどが垣根を越えて協力し関西を舞台に展開するイベントです。本を通じて地域の生活者視点から
まちを楽しみ人とのつながりを生み出すことを目的に実施しました。	
	
2015年にまちライブラリー＠もりのみやキューズモール、まちライブラリー＠OIC（立命館大学大阪いばらき
キャンパス）と大阪府下に2ヶ所の大型まちライブラリーが誕生し、大阪を中心に個人のまちライブラリーも増
え、地域を面的に盛り上げることを目的に第１回を実施してから、毎年4月〜5月に実施しています。 
 
「本をきっかけにした、新たな本と人との出会い」をコンセプとし、まちライブラリーだけでなく他の私設図書館
や、公共図書館、書店など“本がある場所”に広く声をかけ、初回は、277件のイベントが140ヶ所で開催され
5,300人の動員がありました。第２回目は、ブックスポット数は169ヶ所、イベント数は309件、参加動員数
19,144人に増え、第３回目の今年は、スポット数154ヶ所、イベント数298件、参加動員数は16,399人でした。	
	
　本報告書ではイベント主催者、レポーターにまとめていただいたイベントのレポート、アンケート結果などを
まとめています。	
	
　最後に、サポーター会議を通じてブックフェスタを一緒に作ってくださった方、ブックフェスタの活動に多くの
力を貸してくださった各ブックスポットの方、レポーター、ボランティアスタッフの方、ご参加の方々、そしてこ
のイベントに協賛してくださった東急不動産株式会社様、立命館大学様に感謝を申し上げます。ブックフェス
タを通じて、「本と人との出会いの場」を主宰・運営されている各まちライブラリーや書店、図書館などの横の
つながりができ、新たな取り組みへと発展していくことで、地域の活性化へとつながればなによりです。	
	

	
まちライブラリーブックフェスタ2017in関西実行委員会事務局	
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１）概要	

概要・運営体制・参加概況 

参加団体：154	団体	
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）	
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）	
まちライブラリー＠大阪府立大学 他76	カ所のまちライブラリー	
公共図書館 51	館	
大阪市立図書館24	館、茨木市立中央図書館、茨木市立庄栄図書館、茨木市立中条図書館、茨木市立穂積図書館、茨木市立
水尾図書館、河内長野市立図書館、熊取町立熊取図書館、豊中市立庄内図書館、豊中市立岡町図書館、豊中市立千里図書
館、豊中市立高川図書館、豊中市立東豊中図書館、豊中市立蛍池図書館、豊中市立野畑図書館、八尾市立志紀図書館、八尾
市立龍華図書館、八尾市立八尾図書館、八尾市立山本図書館、堺市立中央図書館、生駒市図書館、奈良県立図書情報館、伊
丹市立図書館ことば蔵、西宮市立北口図書館、西宮市立中央図書館、西宮市立鳴尾図書館、西宮市立北部図書館、明石市立
図書館	
博物館 ２館：大阪歴史博物館、今東光資料館	
専門図書館 ２館：エル・ライブラリー、ドーンセンター情報ライブラリー	
私設図書館 ３館：もものこぶんこ、小さなお庭と猫の図書館、わたしの図書館ミルキーウェイ	
書店・古書店 ６館：大吉堂、LVDB	BOOKS、たられば書店、みつづみ書房、ダイハン書房本店、井戸書店、大阪古書研究会（厚
生書店・寸心堂・唯書房・小町書店（もりのみやの古本展））	

実施期間：2017	年4	月29	日（土・祝）～5	月28	日（日）	
参加ブックスポット：154	ヶ所 大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県、滋賀県、徳島県	
	

２）運営体制・参加団体	

主催：まちライブラリーブックフェスタ2017in	関西 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：石井実（大阪府立大学 理事・副学長）	
委 員：領家誠（大阪府）	
委 員：杉本信一（厚生書店、大阪古書研究会副会長）	
委 員：大柴信吾（東急不動産株式会社 都市事業本部 商業施設運営部）	
委 員：橋本倫之（東急不動産SC	マネジメント株式会社 もりのみやキューズモールＢＡＳＥ）	
委 員：服部利幸（立命館大学 OIC	地域連携室 室長・政策科学部 教授）	
委 員：乾聰一郎（奈良県立図書情報館）	
委 員：出崎栄三（まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ主宰、北浜水辺協議会理事長）	
委 員：礒井純充（まちライブラリー提唱者、一般財団法人森記念財団）	
委 員：石田通夫（わたしの図書館ミルキーウェイ）	
　（順不同）	
共 催：公立大学法人大阪府立大学	
特別協賛：東急不動産株式会社	
協 賛：立命館大学	
後 援：一般財団法人森記念財団、大阪府立大学観光産業戦略研究所	
	
事務局：一般社団法人まちライブラリー	
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表１：イベント数、スポット数、参加動員数の比較	

※参加動員数は、展示企画の場合入館者数を適用	

表２：参加ライブラリーのエリア内訳　	 表３：参加ライブラリーの施設区分	

３）参加概況	

概要・運営体制・参加概況 

2015年	 2016年	 2017年	

ブックスポット数	 140ヶ所	 168ヶ所	 154ヶ所	

イベント数	 277件	 309件	 298件	

参加動員数	 5,300人	 19,144人	 16,399人	

2015年	 2016年	 2017年	

まちライブラリー	 83	 92	 79	

公共図書館	 34	 53	 51	

専門図書館	 1	 1	 2	

私設図書館	 2	 4	 4	

大学図書館	 1	 0	 0	

博物館	 0	 1	 2	

書店	 2	 2	 3	

古書店	 5	 4	 3	

ギャラリー	 0	 1	 0	

その他	 5	 10	 9	

2015年	 2016年	 2017年	

大阪市内	 71	 82	 63	

大阪府内	 22	 35	 31	

奈良	 1	 4	 7	

京都	 1	 4	 4	

兵庫	 25	 40	 46	

和歌山	 0	 2	 1	

滋賀	 0	 0	 1	

徳島	 0	 1	 1	
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実施期間の半年前となる2016年９月からサポーター会議を実施、去年の参加スポットの主宰者や興味がある人
が集まり、今年のブックフェスタの枠組みなどについて話し合った。	

１）サポーター会議の実施	

2017年の特徴 

２）2017年の基本の枠組み	

▶９月１６日（金）19:00-20:30　もりのみやキューズモール会議室　参加者４２名	
　（2016年の報告、2017年の計画発表、意見、やってみたいことなどをグループで意見交換）	
	
▶１０月２１日（金）19：00〜20:30　もりのみやキューズモール会議室　参加者27名	
　（前回の報告、進捗報告、まちアクティビティについて、スタンプラリーなどについて）　　	
	
▶11月20日（日）11:00-12:30　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール　参加者17名	
　（進捗報告、まちアクティビティ、一箱古本市、植本祭　他）	
	
▶12月15日（木）19:00-20:30　　もりのみやキューズモール会議室	
　参加者12名　（進捗報告、実行委員会について）	
	
▶1月17日（水）　　I-siteなんば２F　参加者40名	
　「まちライブラリーブックフェスタ2017in関西　実行委員会」を開催	
	

▲　実行委員会の様子	
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2017年の特徴 

各地のブックスポット同士がつながり、各地の主宰者が本の魅力やその場所の魅力を３つの切り口から発
信する企画です。	
	

ここキテ エリア	
	
各エリアのブックスポット同士が連携し、商店街や図書館などを巻き込んでエリアをめぐるマップを作成、交
流会イベントを企画するなどまち全体を盛り上げます。	
	
▷　大阪市中央区エリア	
「中央区まちじゅう図書館MAP」	
「天満橋おさんぽの友（フリーペーパー）」	
「物語する芸術祭in	空堀」	
などエリアを盛り上げる取り組みとコラボレーションしイベントを開催します。	
	
▷　大阪市東住吉区エリア	
まちライブラリーと商店街や公共図書館が協働でイベントを開催します。	
エリア内のスタンプラリーも行い、東住吉エリアの散策を楽しめます。	
	
▷　兵庫県西宮エリア	
5	月14	日（日）に西宮エリアで活動するブックスポットが主催する	
「まちあるき＆交流会」を開催します。	
ブックフェスタ期間中は、本にまつわるイベントも多数実施されます。	
	

３）まちアクティビティについて	

まちイク ツアー	
	
各地のまちライブラリーやブックスポットをめぐるツアーです。	
まちを楽しみながら、参加者同士の交流も深まります。	
ツアーは、下記の５件。	
　自転車で大阪市淀川区のまちライブラリーを巡る企画（5/6	開催）	
　旭区をまち歩きしながらまちライブラリーや本屋を巡る企画（5/13	開催）	
　姫路のまちライブラリーを一日かけて探検する企画（5/14	開催）	
　尼崎のまちをまちライブラリーから知る企画（5/20	開催）	
　まちライブラリー＠もりのみやキューズモールの付近をまち歩きする企画（5/26	開催）	

ほんミテ ポイント	
	
ブックスポットのオーナーが、自慢の本を紹介しています。	
個人経営のスペースなど、普段入りづらい場所でも、	
オーナーの顔が見えていると安心です。	
参加スポットは２０ヶ所です。	
	
	

5	



参加スポット一覧 
エリア	

スポット区
分	

スポット名	

大阪市内	
（中央区・空堀）	

まち	 ことばを食べるカフェ みずうみ	

大阪市内	
（中央区・空堀）	

まち	 まちライブラリー＠種ノ箱	

大阪市内	
（中央区・天満橋）	

まち	 ISまちライブラリー	

大阪市内	
（中央区・天満橋）	

まち	 まちライブラリー＠イチハチ	

大阪市内	
（中央区・天満橋）	

まち	 まちライブラリー＠住みよいまち＆絆研究所　	

大阪市内	
（中央区・天満橋）	

まち	 一般社団法人　キャンディ・プロジェクト	

大阪市内（中央区）	 まち	 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	
大阪市内（中央区）	 まち	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	
大阪市内（中央区）	 まち	 まちライブラリー＠シュール・ムジュール　デサキ	
大阪市内（中央区）	 まち	 まちライブラリー＠北浜キタリシテ	
大阪市内（東住吉）	 まち	 湯里住吉神社の小さな図書室	
大阪市内（東住吉）	 まち	 まちライブラリー＠一乗会	
大阪市内	 まち	 まちライブラリー＠大阪府立大学	
大阪市内	 まち	 LIFE CREATION SPACE OVE 中之島	
大阪市内	 まち	 Wグラフィックス&アーツ　（渡辺一郎事務所）	

大阪市内	 まち	
ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC　（大阪市ボラン
ティア・市民活動センター）	

大阪市内	 まち	 まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館	
大阪市内	 まち	 まちライブラリー＠ぎゃらりーウォーター・ベア	
大阪市内	 まち	 まちライブラリー＠ぐうたら文庫	
大阪市内	 まち	 まちライブラリー＠さんさんくらぶ	
大阪市内	 まち	 まちライブラリー＠中津ぱぶり家	
大阪市内	 まち	 まちライブラリーいのこうの家	
大阪市内	 まち	 ゆいま～る福	
大阪市内	 まち	 よどまちライブラリー	
大阪市内	 まち	 まちライブラリー＠あべのキューズモール	
大阪市内	 まち	 まちライブラリー＠エコスペースゆう	
大阪市内	 まち	 ビーハイブホステル大阪	
大阪市内	 古書店	 大吉堂	
大阪市内（東住吉）	 古書店	  LVDB BOOKS	
大阪市内	 私設	 みなくるハウス	
大阪市内	 私設	 もものこぶんこ	
大阪市内（中央区）	 私設	 LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館	
大阪市内（中央区）	 専門	 エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館）	
大阪市内（中央区）	 専門	 ドーンセンター情報ライブラリー	
大阪市内	 その他	 "はちみつとフリーペーパーのお店”はっち	
大阪市内	 その他	 人形劇団クラルテ　アトリエ	
大阪市内	 その他	 南堀江 Corner Stone Bar	
大阪市内	 その他	 近鉄百貨店上本町店１０階「近鉄文化サロン」	
大阪市内（東住吉）	 その他	 東住吉会館	
大阪市内（中央区）	 博物館	 大阪歴史博物館２階　なにわ歴史塾	
大阪市内	 公共	 大阪市立旭図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立阿倍野図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立生野図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立此花図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立城東図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立住吉図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立住之江図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立大正図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立中央図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立鶴見図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立西成図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立西淀川図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立東住吉図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立東成図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立東淀川図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立平野図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立福島図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立港図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立都島図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立淀川図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立北図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立天王寺図書館	
大阪市内	 公共	 大阪市立浪速図書館	
大阪市内（中央区）	 公共	 大阪市立島之内図書館	
大阪府下	 まち	 まちライブラリー＠OIC	
大阪府下	 まち	 Wagamama Projects　わがまま工房	
大阪府下	 まち	 ホンノワまちライブラリー	
大阪府下	 まち	 まちライブラリー＠大阪府立中央図書館	
大阪府下	 まち	 まちライブラリーアトリエ Tomo	
大阪府下	 まち	 まちライブラリー＠すまいる	
大阪府下	 まち	 まちライブラリー＠みのおキューズモール	
大阪府下	 まち	 美杜里乃屋（みどりのや）ライブラリー	
大阪府下	 まち	 MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）	
大阪府下	 まち	 まちライブラリー＠巡りごはんいろは	
大阪府下	 書店	 たられば書店	
大阪府下	 博物館	 今東光資料館（八尾市立図書館内　3階）	

大阪府下	 公共	 茨木市立庄栄図書館	
大阪府下	 公共	 茨木市立中央図書館	
大阪府下	 公共	 茨木市立中条図書館	
大阪府下	 公共	 茨木市立穂積図書館	
大阪府下	 公共	 茨木市立水尾図書館	
大阪府下	 公共	 河内長野市立図書館	
大阪府下	 公共	 熊取町立熊取図書館	
大阪府下	 公共	 豊中市立庄内図書館	
大阪府下	 公共	 豊中市立岡町図書館	
大阪府下	 公共	 豊中市立千里図書館	
大阪府下	 公共	 豊中市立高川図書館	
大阪府下	 公共	 豊中市立東豊中図書館　	
大阪府下	 公共	 豊中市立蛍池図書館	
大阪府下	 公共	 豊中市立野畑図書館	
大阪府下	 公共	 八尾市立志紀図書館	
大阪府下	 公共	 八尾市立龍華図書館	
大阪府下	 公共	 八尾市立八尾図書館	
大阪府下	 公共	 八尾市立山本図書館	
大阪府下	 公共	 堺市立中央図書館	
京都府	 まち	 梟文庫	
京都府	 まち	 大原まちライブラリー	
京都府	 まち	 まちライブラリー＠龍馬館in京田辺	
京都府	 その他	 ジオラマレストラン＆居酒屋バー　デゴイチ	
兵庫県	 まち	 まちライブラリー＠高倉台団地301	
兵庫県	 まち	 永楽亭	
兵庫県	 まち	 まちライブラリー＠コープのつどい場	
兵庫県	 まち	 つなぐデザイン×まちライブラリー	
兵庫県	 まち	 Beaver文庫	
兵庫県	 まち	 C+ozy Caféまちライブラリー	
兵庫県	 まち	 fanオカモトまちライブラリー	
兵庫県	 まち	 hanaみさいライブラリー	
兵庫県	 まち	 riche CHEST まちライブラリー	
兵庫県	 まち	 アリオリオまちライブラリー	
兵庫県	 まち	 いしころ図書館	
兵庫県	 まち	 インフィニティーライブラリー	
兵庫県	 まち	 カフェ・ド・ユニーク・ライブラリー	
兵庫県	 まち	 クワンチャイ図書館	
兵庫県	 まち	 にわ・とりのすけ　まちライブラリー	
兵庫県	 まち	 まちライブラリー＠Synergy	
兵庫県	 まち	 まちライブラリー＠トゥオリ	
兵庫県	 まち	 まちライブラリー＠ひつじ茶房	
兵庫県	 まち	 まちライブラリー＠ひとひ	
兵庫県	 まち	 まちライブラリー＠娑羅樹	
兵庫県	 まち	 まちライブラリーat mahisa	
兵庫県	 まち	 ラクソン・ライブラリー	
兵庫県	 まち	 レオニダスまちライブラリー	
兵庫県	 まち	 好文園まちライブラリー	
兵庫県	 まち	 甲南そば　まちライブラリー	
兵庫県	 まち	 辰巳茶房まちライブラリー	
兵庫県	 まち	 まちライブラリー＠あまがさきキューズモール	
兵庫県（西宮）	 まち	 スタジモにしのみや	
兵庫県（西宮）	 まち	 まちライブラリ＠Maimyshop	
兵庫県（西宮）	 まち	 まちライブラリー＠ほのぼの文庫	
兵庫県（西宮）	 まち	 まちライブラリー＠西宮アートサンク	
兵庫県（西宮）	 まち	 まちライブラリー＠マリナパーク海のまち	
兵庫県（西宮）	 まち	 リトル書房まちライブラリー	
兵庫県（西宮）	 まち	 西宮流（にしのみやスタイル）まちライブラリー	
兵庫県	 古書店	 みつづみ書房	
兵庫県	 書店	 ㈱ダイハン書房本店	
兵庫県	 書店	 井戸書店	
兵庫県	 その他	 園田地区会館　図書室	
兵庫県	 その他	 パレットかわにし	
兵庫県	 公共	 伊丹市立図書館ことば蔵	
兵庫県	 公共	 あかし市民図書館	
兵庫県（西宮）	 公共	 西宮市立北口図書館	
兵庫県（西宮）	 公共	 西宮市立中央図書館	
兵庫県（西宮）	 公共	 西宮市立鳴尾図書館	
兵庫県（西宮）	 公共	 西宮市立北部図書館	
奈良県	 まち	 まちライブラリー＠Cafe梛の森	
奈良県	 まち	 杉の子文庫	
奈良県	 まち	 さくらいほんまちライブラリ－	
奈良県	 まち	 まちライブラリー＠大和高田はるえ文庫	
奈良県	 公共	 生駒市図書館	
奈良県	 公共	 奈良県立図書情報館	
滋賀	 まち	 逓信舎	
和歌山	 私設	 わたしの図書館ミルキーウェイ	
徳島県	 まち	 ビブリオラボとくしま	
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イベント一覧 

開催日	 開催時間	 イベント名	 エリア	 主催名	 スポット名	

4月29日（土）	 18:00-19:30	 ブックフェスタオープニングトークイベント「本の力はつながる力」	 大阪市内（中央区）	
まちライブラリーブックフェスタ2017in
関西実行委員会	

まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

4月29日（土）30日（日）	 10:00-17:00	 もりの一箱古本市	 大阪市内（中央区）	
まちライブラリーブックフェスタ2017in
関西実行委員会	

もりのみやキューズモールBASEパーク	

4月29日（土）30日（日）	 10:00-17:00	 もりのみやの古本展	 大阪市内（中央区）	
まちライブラリーブックフェスタ2017in
関西実行委員会	

もりのみやキューズモールセントラルス
クエア前	

4月30日（日）	 13:00-17:30	 第４回　もりの植本祭	 大阪市内（中央区）	
まちライブラリーブックフェスタ2017in
関西実行委員会	

まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

4月30日（日）	 18:00-20:00	 大交流会	 大阪市内（中央区）	
まちライブラリーブックフェスタ2017in
関西実行委員会	

まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月1日（月）	 19:00〜21:00	 本をつくるってこういうこと　語る創業者　出版社の始め方	 大阪市内（中央区）	
版元ドットコム西日本＆まちライブラ
リー	

まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月8日（月）	 19:00-21:00	 能楽師 辰巳満次郎さんと楽しむ『能の本』	 大阪市内（中央区）	 西日本出版社＆まちライブラリー	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月5日（金祝）	 13:00-16:00	 こどもの日にモノポリーで遊ぼう！（モノポリーライト・ナイト）	 大阪市内（中央区）	 日本モノポリー協会	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月5日（金祝）	 14:00-15:00	
パロムロムパとあそぼう☆ 
～えほんのよみきかせ・工作～	

大阪市内（中央区）	 パロムロムパ	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月5日(金祝）	 15:00-16:00	 ブクブクえほん交換会！	 大阪市内（中央区）	 明石友貴	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

4月30日（日）	 11:00-12:30	 旅する本たち旅立ちの日	 大阪市内（中央区）	 ぶくたび舎	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月1日(月)　	 14:00-15:30 	 移民・難民をめぐる文学	 大阪市内（中央区）	
(公社)アムネスティ・インターナショナ
ル日本152G	

まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月4日（木祝）	 17:00-19:00	 【中止】手帳を上手に使えない失敗談会議	 大阪市内（中央区）	 高木奈津美	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月5日（金祝）	 16:30-19:00	 モノポリーナイト	 大阪市内（中央区）	 日本モノポリー協会	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月5日（金祝）	 17:00-19:00	 読書会「秘密の花園」（人生に影響を与えた本シリーズ）	 大阪市内（中央区）	 connector book club	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月7日（日）	 17:00-18:30	 【中止】空間は出来事だ！ピクニックをデザインしようの会	 大阪市内（中央区）	 野木洋代	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月10日（水）	 13:00-15:00	 読書会「白隠に学ぶ」（人生に影響を与えた本シリーズ）	 大阪市内（中央区）	 connector book club	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月11日（木）	 18:30-20:00	 木曜日にお茶を飲もう♪(セイロンティー)	 大阪市内（中央区）	 秋保 強(日本茶インストラクター)	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月12日（金）	 18:30-20:00	 大阪の歴史資産を現代に活かすー学芸員の取り組み	 大阪市内（中央区）	 正木裕（大阪府立大学　講師）	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月12日（金）	 18:30-20:00	 自分で奇跡を起こす読書会（人生に影響を与えた本シリーズ）	 大阪市内（中央区）	 connector book club	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月13日（土）	 17:00-18:30	 みんなで練習会	 大阪市内（中央区）	 西野	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月14日（日）	 11:00-11:30 / 15:00-15:30	おはなし会サポーターによるえほんよみきかせの会	 大阪市内（中央区）	 おはなし会サポーター	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月17日（水）	 11:00-12:30	 クリスタクラブのお茶会「弱さに光を」	 大阪市内（中央区）	 クリスタクラブ	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月17日（水）	 13:00-14:30	 アルバムカフェＶｏｌ．19      	 大阪市内（中央区）	
小清水典子（富士フイルムイメージン
グシステムズ（株）認定アルバム大使
　）      	

まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月17日（水）	 19:30-21:00	 天満橋ビブリオバトル　第80回記念大会	 大阪市内（中央区）	 吉野英知	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月18日（木）	 18:30-20:00	 シネマカフェ＠まちライブラリーもりのみやキューズモール	 大阪市内（中央区）	 千葉潮	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月19日（金）	 18:30-20:00	 読書会「子供の脳は肌にある」（人生に影響を与えた本シリーズ）	 大阪市内（中央区）	 connector book club	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月20日(土)	 18:00-19:00	 弾いて！うたって！ウクレレを楽しむ会      	 大阪市内（中央区）	 松田進次      	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月21日（日）	 11:00-12:30	 はじめての韓国語！話してみよう～タクシー＆地下鉄編～	 大阪市内（中央区）	 石橋香織	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月21日（日）	 11:15-13:00（受付11:00-)	アーティストの話を聞いてみよう！　with ポートフォリオ	 大阪市内（中央区）	
カタリスト：大畑 元彦　主催団体：一
般社団法人日本アートふるなび芸術
協会、PCアート振興会議	

まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月21日（日）	 17:00-19:00	 世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカについて語ろう	 大阪市内（中央区）	
読書支援、本のQ&Aサイト「RETHAC」
管理人　TOMO	

まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月22日（月）	 15:00-20:00	 Change 0f Environment　＜ライブペインティング＞	 大阪市内（中央区）	 padGALLERY	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月25日（木）	 13:00-15:00,18:30-20:30	 ポバティー・インク～あなたの寄付の不都合な真実～上映会	 大阪市内（中央区）	 シサムコウボウ	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月26日(金)	 14:00-15:30	 ストップ!児童労働	 大阪市内（中央区）	
(公社)アムネスティ・インターナショナ
ル日本152G	

まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月26日（金）	 18:30-20:00	 誰も知らなかった古代史	 大阪市内（中央区）	 正木裕（大阪府立大学 講師）	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月27日（土）	 17:00-19:00	 読書会プレゼンテーションZEN（人生に影響を与えた本シリーズ）	 大阪市内（中央区）	 connector book club	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月27日（土）	 11:00-13:00	 【中止】シンクロニシティ～しるしを辿る旅	 大阪市内（中央区）	 　	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月28日（日）	 18:00-19:00	 旅する本たち帰還の日	 大阪市内（中央区）	 ぶくたび舎	
まちライブラリー＠もりのみやキューズ
モール	

5月21日（日）	 11:00-15:00	 一箱古本市	 大阪府下	 　	 まちライブラリー＠OIC	

5月21日（日）	 11:30-13:30	 えほんワークショップ「絵本で遊ぶ、絵本と遊ぶ、えほん遊牧民」	 大阪府下	
木下栄一	

まちライブラリー＠OIC	

5月21日（日）	 13:30-14:30	 日本茶新世界！(いれ方編)      	 大阪府下	
秋保強	

まちライブラリー＠OIC	

5月21日（日）	 12:00-13:00	 子育て・孫育て相談	 大阪府下	 子育てサポートえん（松岡彰子）	 まちライブラリー＠OIC	

5月21日（日）	 15:00-16:00	 読み聞かせ	 大阪府下	 堤美千絵	 まちライブラリー＠OIC	

5月12日（金）	 15:00-16:00	 まちライブラリーお茶会	 大阪府下	 まちライブラリー事務局	 まちライブラリー＠OIC	

5月17日（水）	 15:00-16:30	 絵本でつながる　エリック＝カールとレオ＝レオニ	 大阪府下	 小林かずえ	 まちライブラリー＠OIC	

5月18日（木）	 15:00-16:00	 まちライブラリーお茶会	 大阪府下	 まちライブラリー事務局	 まちライブラリー＠OIC	

5月20日(土)	 14:10-15:40	 読書会「読む＋」　マーク・トウェイン『八ックルべり・フィン』を読んで語ろう	 大阪府下	 大平幸、金憲子	 まちライブラリー＠OIC	

5月26日（金）	 15:00-16:00	 まちライブラリーお茶会	 大阪府下	 まちライブラリー事務局	 まちライブラリー＠OIC	

ここキテエリア（中央区、東住吉、西宮）	

5月7日（日）	 13:00-18:00	 【物語する芸術祭in空堀】たまほりプリントラボ(編集会議)	 大阪市内（中央区・空堀）	 まちライブラリー＠種ノ箱	 まちライブラリー＠種ノ箱	

5月14日（日）	 13:00-18:00	 【中止】【物語する芸術祭in空堀】たまほりプリントラボ(印刷編)	 大阪市内（中央区・空堀）	 まちライブラリー＠種ノ箱	 まちライブラリー＠種ノ箱	

4月29日（土祝）-5月28日
（日）　水休	

15:00-21:00	 ことばの化石発掘体験 & オリジナルの1ページをつくる	 大阪市内（中央区・空堀）	 ことばを食べるカフェ みずうみ	 ことばを食べるカフェ みずうみ	

5月19日（金）	 10:30-11:30	 たけちゃんのおさんぽまちあるき	 大阪市内（中央区・天満橋）	 まちライブラリー	 　	

5月6日（土）	 10:00-12:00	 富山県滑川市（私の田舎）の本を作りたい！	 大阪市内（中央区・天満橋）	 まちライブラリー＠イチハチ	 まちライブラリー＠イチハチ	

5月20日（土）	 10:00-16:00	 絵本交換会	 大阪市内（中央区・天満橋）	 まちライブラリー＠イチハチ	 欣の市	

5月20日（土）	 13:30－15:00	 みんなで「絵本」を作ろうっ。　　「ななの絵本」　	 大阪市内（中央区・天満橋）	 Tss研究所	 欣浄寺	

5月28日（日）	 14:00-17:00	 ISまちライブラリー本とバルの日＆クロージングの会	 大阪市内（中央区・天満橋）	 まちライブラリー	 ISまちライブラリー	

4月29日（土祝）-5月28日
（日）	

開館時間内	 本とおさんぽ天満橋	 大阪市内（中央区・天満橋）	 まちライブラリー	 ISまちライブラリー	
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5月6日（土）	 13:00-15:00	 みんなきてきて「ななの絵本」っ。	 大阪市内（東住吉）	 Tss研究所	 シュシュ　ド　シャルール	

5月13日（土）	 13:30-15:00	 神社サロン～ようこそ湯里住吉神社へ！～	 大阪市内（東住吉）	
まちライブラリー 
＠湯里住吉神社	

湯里住吉神社の小さな図書室	

5月14日（日）	 10:00-12:00	 東住吉を歩む〜地元の歴史を残す訳〜	 大阪市内（東住吉）	 まちライブラリー＠東住吉	 東住吉会館　2階	

5月14日（日）	 13:00-14:00	 絵本の読み聞かせ「ななの絵本」	 大阪市内（東住吉）	 Tss研究所	
 LVDB BOOKS 
	

5月14日（日）	 15:00-17:00	 人見知りが始めた「コミュニティー作り」	 大阪市内（東住吉）	 まちライブラリー＠東住吉	
 LVDB BOOKS 
	

5月14日（日）	 18:00-20:00	 古本屋店主のこだわり	 大阪市内（東住吉）	 まちライブラリー＠東住吉	
 LVDB BOOKS 
	

5月20日（土）	 10:00-12:00	 東住吉を歩む～伝統野菜を知る～	 大阪市内（東住吉）	 まちライブラリー＠東住吉区	 東住吉会館　2階	

5月20日（土）	 14:00-16:00	
えほんからやさい 
をたべる	

大阪市内（東住吉）	 大阪市立東住吉図書館	 東住吉会館　2階	

5月17日（水）	 13:00-15:00	 袖振り合うのも他生の縁	 大阪市内（東住吉）	 まちライブラリー＠一乗会	 一乗会	

5月3日（水祝）	 13:00-17:00	 　「勇者たちへの伝言」なんちゃって映画製作委員会やっちゃうよ♪♪ 	 兵庫県（西宮）	
西宮流（にしのみやスタイル）まちライ
ブラリー	

西宮流（にしのみやスタイル）まちライ
ブラリー	

5月6日（土）	 13:30-15:45	 ★スタジモにしのみやでワークショップ★『豆本を作ろう！！』	 兵庫県（西宮）	 スタジモにしのみや	 スタジモにしのみや	

5月6日（土）	 14:00-17:00	 移動美術資料室が西宮にやってくる！	 兵庫県（西宮）	 NPO法人 西宮アートサンク	 まちライブラリー＠西宮アートサンク	

5月13日（土）-5月14日
（日）	

14:00-15:00	 出張おはなし会	 兵庫県（西宮）	 西宮市立鳴尾図書館	
無印良品ららぽーと甲子園　（ららぽー
と甲子園２F)	

5月14日（日）	
交流会:13:30-15:30 まち
あるき:15:30-	

「チーム西宮まちライブラリー」交流会＆まちあるき	 兵庫県（西宮）ピックアップ	 チーム西宮まちライブラリー	 まちライブラリー＠西宮アートサンク	

5月19日（金）	 11:00-11:30	 0～2歳児とその保護者向けおはなし会	 兵庫県（西宮）	 西宮市立中央図書館	 西宮市立中央図書館	

5月20日（土）	 13:30-15:30（予定）	 西宮マリナパークシティにある「本のモニュメント」を探そう！	 兵庫県（西宮）	
まちライブラリー＠マリナパーク海の
まち	

まちライブラリー＠マリナパーク海のま
ち	

5月21日（日）	 14:00-14:30	 小学生向けおはなし会	 兵庫県（西宮）	 西宮市立中央図書館	 西宮市立中央図書館	

5月21日（日）	 14:00-15:30	 第２０回ビブリオバトルｉｎにしのみや	 兵庫県（西宮）	 西宮市立北口図書館	 西宮市立北口図書館	

5月21日（日）	 14:00-15:00	 たかいよしかずさんサイン会	 兵庫県（西宮）	 リトル書房まちライブラリー	 リトル書房まちライブラリー	

5月25日（木）	
①親子講座9:30-11:00②
大人講座 11:00-14:00   	 ふわはね先生と楽しむ絵本の時間	 兵庫県（西宮）	 まちライブラリ＠Maimyshop	 まちライブラリ＠Maimyshop	

5月28日（日）	
午前の部:11:00-11:30 /午
後の部:15:00-15:30　	

つくろう！あそぼう！かえるぴょーん！	 兵庫県（西宮）	 西宮市立北部図書館	 西宮市立北部図書館	

4月29日（土祝）-5月31日
（水）	

開館時間内	
ブックフェア「図書館員が読んで面白かった本」＆パネル展「あなたが読んで面白
かった本」	

兵庫県（西宮）	 西宮市立中央図書館	 西宮市立中央図書館	

5月1日（月）～5月26日
（木）　土日祝休	

9:00-17:30	 五月病には癒やし本特集	 兵庫県（西宮）	 まちライブラリー＠ほのぼの文庫	 まちライブラリー＠ほのぼの文庫	

5月2日（火）-5月31日(水）	開館時間内	 みんなのおススメ本　「この本がすき！」	 兵庫県（西宮）	 西宮市立鳴尾図書館	 西宮市立鳴尾図書館	

5月9日（火）～5月31日
（水）	

開館時間内	 展示＆ブックフェア「２０回記念　ビブリオバトルｉｎにしのみや」	 兵庫県（西宮）	 西宮市立北口図書館	 西宮市立北口図書館	

大阪市内	

4月29日（土祝）	 10:30-11:30	 【子ども読書の日記念事業】えほんdeあそぼ！in城東	 大阪市内	 大阪市立城東図書館	 大阪市立城東図書館	

4月29日（土祝）	 1100-11:30	 【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	 大阪市内	 大阪市立鶴見図書館	 大阪市立鶴見図書館	

4月29日（土祝）	 14:00-15:00	 【子ども読書の日記念事業】ま～るま～るのびっくりばこ	 大阪市内	 大阪市立福島図書館	 大阪市立福島図書館	

4月29日（土祝）	 14:00-16:00	 現代の名作短歌を読む会（３）「はなびら」と点字をなぞる	 大阪市内	 牛隆佑（空き家歌会管理人）	 まちライブラリー＠大阪府立大学	

4月29日（土祝）	 14:00-15:00	 【子ども読書の日記念事業】春のこども会「おはなし　くるりん　パッ！」	 大阪市内	 大阪市立淀川図書館	 大阪市立淀川図書館	

4月29日（土祝）	 14:30-15:10	 【子ども読書の日記念事業】でんでんむしのおはなし会－ストーリーテリングの会－	 大阪市内	 大阪市立鶴見図書館	 大阪市立鶴見図書館	

4月29日（土祝）	 18:30-23:00	 ねないこだれだ？　よふかしぶんこ	 大阪市内	 もものこぶんこ	 もものこぶんこ	

4月30日（日）	 10:00-11:30	 フラワーエッセンスを使った子育て体験談	 大阪市内（中央区）	
一般社団法人　キャンディ・プロジェク
ト	

ドーンセンター大阪　和室①和室②	

4月30日（日）	 14:00-15:00	 【子ども読書の日記念事業】春のおたのしみ会	 大阪市内	 大阪市立中央図書館	 大阪市立中央図書館	

5月2日（火）	 18:30-20:30	
歴史カフェ　『それ本マですか？』　～歴史は小説より奇なり、歩き旅の裏話を楽しむ
～	

大阪市内	 岡本康敬	 まちライブラリー＠大阪府立大学	

5月2日（火）	
1部 18:00-19:00（ダイエッ
ト）、2部 19:15-20:15（立川
文庫）　15分前開場	

玉田玉秀斎講談会（ダイエット、立川文庫）	 大阪市内（中央区）	
「和み」の文化スペース KITA LI 
CITE（キタリシテ）	

まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

5月3日（水祝）	
（1部）14:00-15:00、（2部）
15:00-16:30	

【中止】日本酒と大間の魚の話	 大阪市内（中央区）	
「和み」の文化スペース KITA LI 
CITE（キタリシテ）	

まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

5月3日（水祝）	 10:15-12:15	 読書交流会「おとなの絵本読書会」	 大阪市内	 大阪市立鶴見図書館	 大阪市立鶴見図書館	

5月3日（水祝）	 11:00-12:30	 日本の伝統芸能　〜殺陣の世界へ〜	 大阪市内（中央区）	
「和み」の文化スペース KITA LI 
CITE（キタリシテ）	

まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

5月3日（水祝）	 14:00-16:00	 上町台地タイムトリップまちの思い出サロン	 大阪市内	
住みよいまち＆絆研究所、おおさか
KOMO	

大阪上本町近鉄百貨店文化サロン　	

5月4日（木祝）	 10:00-17:00	 ドーンとシネマ＠情報ライブラリーカフェ	 大阪市内（中央区）	 【企画・運営】ドーン運営共同体	 ドーンセンター情報ライブラリー	

5月4日（木祝）	 11:00-12:00	 文字で性格を読み解く筆跡心理学のお話	 大阪市内（中央区）	
「和み」の文化スペース KITA LI 
CITE（キタリシテ）	

まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

5月4日（木祝）	 13:00-15:00	 家紋のはなし	 大阪市内（中央区）	
「和み」の文化スペース KITA LI 
CITE（キタリシテ）	

まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

5月4日（木祝）	 14:00-16:00	 町家長屋なんなん屋	 大阪市内	 まちライブラリー＠種ノ箱	 まちライブラリー＠種ノ箱	

5月5日（金祝）	 13:00-14:00	 闘病記から見えてくるもの	 大阪市内	 チーム闘病記	
近鉄百貨店上本町店１０階「近鉄文化
サロン」	

5月5日（金祝）	 11:00-16:00	 人形劇団クラルテ　はるのアトリエのかい	 大阪市内	 一般社団法人人形劇団クラルテ	 人形劇団クラルテ　アトリエ	

5月5日（金祝）	 14:00-16:00	 猫本とMY猫自慢！猫ちゃん万国旗を作ろう！	 大阪市内（中央区）	
LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	
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5月6日（土）	 11:00-11:30	 【子ども読書の日記念事業】此花おやこ劇場のおはなし会・こうさく会	 大阪市内	 大阪市立此花図書館	 大阪市立此花図書館	

5月6日（土）	 11:00-11:45	 【子ども読書の日記念事業】大きなおおきなおたのしみ会③	 大阪市内	 大阪市立阿倍野図書館	 大阪市立阿倍野図書館	

5月6日（土）	 11:00-18:00	 オーガニックバザール	 大阪市内	 田中邦子	 エコスペースゆう	

5月6日（土）	 14:00-15:00	 【子ども読書の日記念事業】春のおはなし会　とりあえず…とりがいっぱい！	 大阪市内	 大阪市立東住吉図書館	 大阪市立東住吉図書館	

5月6日（土）	 14:00-16:00	 【本で遊ぶ】雑誌を囲んでみんなでお茶会（「クーリエdeトーク」特別版）	 大阪市内	 川﨑 照文（「クーリエdeトーク」主催）	まちライブラリー＠大阪府立大学	

5月6日（土）	 15:30-16:30	 【子ども読書の日記念事業】絵本のポップを書こう	 大阪市内	 大阪市立東住吉図書館	 大阪市立東住吉図書館	

5月6日（土）	 15:30-17:30	 まちライブラリー巡り散走　マップづくりワークショップ編	 大阪市内	 LIFE CREATION SPACE OVE 中之島	LIFE CREATION SPACE OVE 中之島	

5月9日（火）	 14:00-16:00	 あべのキューズモール巣箱図書館のえほん交換会	 大阪市内	 まちライブラリー	
まちライブラリー＠あべのキューズモー
ル	

5月9日(火)	 19:00-20:30	 海外ドラマ・映画好き茶会 Movie&Drama Lovers	 大阪市内（中央区）	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	

5月10日（水）　	
12:00-19:00の開館時間の
なかでお好きな２時間	

猫の手芸部	 大阪市内（中央区）	
LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

5月10日（水）	 18:45-21:00	 【本で遊ぶ】存在しない編集会議	 大阪市内	 まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館	 まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館	

5月10日（水）　	 19:00-21:30 	 ワールドカフェ読書会＠よどまちライブラリ― 　	 大阪市内	 ひと結び（共催：よどまちライブラリー）	よどまちライブラリー	

5月11日（木）	 10:00-12:00	 読書交流会	 大阪市内	 大阪市立東淀川図書館	 大阪市立東淀川図書館	

5月11日（木）	
午前　10：00-11：30　　　　
午後　13：00-14：30	

マタニティから子育てママのココロとカラダ♡フラワーエッセンスケア	 大阪市内（中央区）	
一般社団法人　キャンディ・プロジェク
ト	

　	

5月12日（金）	 10:30-11:30	 絵本deつながろ　ママのためのよみきかせ交流会	 大阪市内	 大阪市立東成図書館	 大阪市立東成図書館	

5月12日（金）	 11:00-11:30	 【本をつなぐ】あかちゃんのおたのしみ会	 大阪市内	 大阪市立港図書館	 大阪市立港図書館	

5月12日（金）	 19:00-20:30	
【本で遊ぶ】忘れてしまった本を紹介し合うサロン(まちライブラリー＠大阪府立大学 
サロン)	

大阪市内	 秋保強(日本茶インストラクター)	 まちライブラリー＠大阪府立大学	

5月13日（土）	 10:00-12:00	 【OCVAC第2回植本祭】華麗なる香辛料。カレースパイスを知ろう！	 大阪市内	
大阪市ボランティア・市民活動セン
ター（ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC）	

ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC　（大阪市ボランティア・市民
活動センター）	

5月13日（土）	 10:00-17:00	 ドーンとシネマ＠情報ライブラリーカフェ	 大阪市内（中央区）	 【企画・運営】ドーン運営共同体	 ドーンセンター情報ライブラリー	

5月13日（土）	 10:00-17:00	
大阪の町屋の「まちライブラリーいのこうの家」で本と、人と、手作り作家さんの作品
に出会おう！	

大阪市内	 いのこうの家	 まちライブラリーいのこうの家	

5月13日（土）	 11:00-16:00	 さんさんくらぶ一箱古本市	 大阪市内	 まちライブラリー＠さんさんくらぶ	 まちライブラリー＠さんさんくらぶ	

5月13日（土）	 11:00-14:30頃	 絵本の世界と読み聞かせ散走	 大阪市内	 LIFE CREATION SPACE OVE 中之島	LIFE CREATION SPACE OVE 中之島	

5月13日（土）	 15:00-17:30頃	 大人の心に届く「絵本読み聞かせセラピー」	 大阪市内	 LIFE CREATION SPACE OVE 中之島	LIFE CREATION SPACE OVE 中之島	

5月13日(土)	 13:00-14:30	 海外ドラマ・映画好き茶会 Movie&Drama Lovers	 大阪市内（中央区）	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	

5月13日（土）	 13:00-15:00	 【OCVAC第2回植本祭】シンクロファーム　ＣＡＭＩＣＡ∞イチハチ	 大阪市内	
大阪市ボランティア・市民活動セン
ター（ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC）	

ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC　（大阪市ボランティア・市民
活動センター）	

5月13日（土）	 14:00-16:00	 この絵本がわたしのツボ！おとなの絵本読書会　第２弾	 大阪市内	 大阪市立旭図書館	 大阪市立旭図書館	

5月13日（土）	 15:00-17:00	 【OCVAC第2回植本祭】新茶の楽しみ方伝授します！	 大阪市内	
大阪市ボランティア・市民活動セン
ター（ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC）	

ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC　（大阪市ボランティア・市民
活動センター）	

5月13日（土）	 18:00-20:00	 【OCVAC第2回植本祭】大胆予想！シンギュラリティ・2045年の世界	 大阪市内	
大阪市ボランティア・市民活動セン
ター（ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC）	

ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC　（大阪市ボランティア・市民
活動センター）	

5月14日（日）	 10:00-17:00	
大阪の町屋の「まちライブラリーいのこうの家」で本と、人と、手作り作家さんの作品
に出会おう！	

大阪市内	 いのこうの家	 まちライブラリーいのこうの家	

5月14日（日）	 13:00-16:30	 本の海（3）～大正で知る沖縄～	 大阪市内	 大阪市立大正図書館	 大阪市立大正図書館	

5月14日（日）	 14:00-15:30	 「大人も楽しい子どもの本」読書会	 大阪市内	 もものこぶんこ	 もものこぶんこ	

5月14日（日）	
お昼ごはん前からおやつ
の時間くらいまで	

ぐうたら文庫のらくがき天国	 大阪市内	 まちライブラリー＠ぐうたら文庫	 まちライブラリー＠ぐうたら文庫	

5月15日（月）	 18:30-20:30	 だいたい満月に　ほんまにぶらりまちライブラリーラリー	 大阪市内	
チーム「だいたい」 (出崎栄三・小野千
佐子・内田利恵子・東美樹子・渡辺一
郎）	

Wグラフィックス&アーツ　（渡辺一郎事
務所）	

5月16日（火）	 10:30-12:00	 読書会番外編－私の出合った本	 大阪市内	 大阪市立此花図書館	 大阪市立此花図書館	

5月16日（火）	 10:30-12:00	 読書会－特別版－	 大阪市内	 大阪市立西淀川図書館	 大阪市立西淀川図書館	

5月16日（火）	 19:00-20:30	 まるごと全体のからだ・運動・整体のお話	 大阪市内（中央区）	
「和み」の文化スペース KITA LI 
CITE（キタリシテ）	

まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

5月17日(水）	
12:00-19:00の開館時間の
なかでお好きな２時間	

猫の手芸部	 大阪市内（中央区）	
LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

5月17日(水）	 19:00-20:30	 レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会	 大阪市内（中央区）	 シュール・ムジュール デサキ	
まちライブラリー＠シュール・ムジュー
ル　デサキ	

5月18日（木）	 13:30-15:30	 古典芸能案内人・天野光のミニミニ講座「文楽って面白い」	 大阪市内（中央区）	
「和み」の文化スペース KITA LI 
CITE（キタリシテ）	

まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

5月18日（木）	 19:00-20:50	 借り家歌会	 大阪市内	 牛隆佑（空き家歌会管理人）	 まちライブラリー＠大阪府立大学	

5月18日（木）	 19:00-21:00	 読んだふり読書会×植本祭＠中津ぱぶり家	 大阪市内	 まちライブラリー＠中津ぱぶり家	 まちライブラリー＠中津ぱぶり家	

5月18日（木）	 20:00-22:00	 ”はっちチャンネル”公開収録	 大阪市内	
”はちみつとフリーペーパーのお
店”『はっち』	

"はちみつとフリーペーパーのお店”
はっち	
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5月19日（金）	 13:00-15:00	 「アドラーの教え」ABD読書会	 大阪市内（中央区）	
「和み」の文化スペース KITA LI 
CITE（キタリシテ）	

まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

5月19日（金）	 18：30-20：30	 第34回アカデミックカフェ　絵で読む伊勢物語 ～一途な恋～	 大阪市内	 大阪府立大学地域連携室	 まちライブラリー＠大阪府立大学	

5月20日（土）	 10:00-12:00	 【OCVAC第2回植本祭】　「ななの絵本」を作ろう	 大阪市内	
大阪市ボランティア・市民活動セン
ター（ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC）	

ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC　（大阪市ボランティア・市民
活動センター）	

5月20日（土）	
10:30-11:00（第１回）
14:30-15:00（第２回）	

ゆいま～るライブラリー　開設記念”絵本とクッキー” 
	

大阪市内	 ゆいま～るライブラリー	 ゆいま～る福	

5月20日（土）	 13:00-14:30	 海外・語学好き読書会 Osaka Book Lovers’ Club	 大阪市内（中央区）	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	

5月20日（土）	 15:00-16:30	 海外・語学好き読書会 Osaka Book Lovers’ Club	 大阪市内（中央区）	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	

5月20日（土）	 14:00-15:00	 おはなし会inみなくるハウス	 大阪市内	 もものこぶんこ	 みなくるハウス	

5月20日（土）　	 14:00-15:00	 植本祭＠よどまちライブラリ― 	 大阪市内	 よどまちライブラリー	 よどまちライブラリー	

5月20日（土）	 14:00-16:00	 読書交流会	 大阪市内	 大阪市立中央図書館	 大阪市立中央図書館	

5月20日（土）	 15:00-17:00	 【OCVAC第2回植本祭】大胆予想！シンギュラリティ・2045年の世界	 大阪市内	
大阪市ボランティア・市民活動セン
ター（ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC）	

ふらっとフラットまちライブラリー
@OCVAC　（大阪市ボランティア・市民
活動センター）	

5月20日（土）	 14:00-16:00	 先人に学ぶ人間学塾　第３３１回	 大阪市内	 　	 まちライブラリー＠大阪府立大学	

5月21日（日）	 10:30-15:30	 言葉で遊ぼう！ワードゲーム祭	 大阪市内	 まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館	 まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館	

5月21日（日）	 11:00-12:00	 読んだふり読書会	 大阪市内	 大阪市立住吉図書館	 大阪市立住吉図書館	

5月21日（日）	 11:00-18:00	 オーガニックバザール	 大阪市内	 田中邦子	 エコスペースゆう	

5月21日（日）	 14:00-16:00	 ヤングアダルトを語ろう！の会	 大阪市内	 大吉堂	 大吉堂	

5月21日（日）	
1部　13:00-15:00　2部　
15:30-17:30	

手作り和菓子ワークショップと猫のお茶会	 大阪市内（中央区）	
LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

5月23日(火)	 14:00-15:00	 絵本カフェ	 大阪市内	 大阪市立福島図書館	 大阪市立福島図書館	

5月23日(火)	 18:30-20:00	 第３６回クリエイティブライブラリー＠府立大学	 大阪市内	 　	 まちライブラリー＠大阪府立大学	

5月24日（水）	
12:00-19:00の開館時間の
なかでお好きな２時間	

猫の手芸部	 大阪市内（中央区）	
LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

5月24日（水）	 18:30-20:30	 大和川カフェ　『中甚兵衛の生涯』	 大阪市内	 小松、美濃原、岡本	 まちライブラリー＠大阪府立大学	

5月24日（水）	 19:00-20:30	 海外・語学好き読書会 Osaka Book Lovers’ Club	 大阪市内（中央区）	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	 心斎橋 C Flat まちライブラリー	

5月25日（木）	 15:30-16:30	 読書会拡大版「大切にしている思い出の本」	 大阪市内	 大阪市立浪速図書館	 大阪市立浪速図書館	

5月27日（土）	 10:30-18:00	 マイクロ・ライブラリーサミット2017	 大阪市内	
まちライブラリーブックフェスタ2017in
関西実行委員会	

I-siteなんば	

5月28日(日)	 18:30-24:00	 文壇イベント　アソートボックス　第６夜	 大阪市内	 大阪俄	 南堀江 Corner Stone Bar	

4月15日（土）-5月28日
（日）	

開館時間内	 育てよう！読書の木	 大阪市内（中央区）	 大阪市立島之内図書館	 大阪市立島之内図書館	

4月21日（金）-5月17日
（水）	

開館時間内	 一年間貸出されなかった本展	 大阪市内	 大阪市立天王寺図書館	 大阪市立天王寺図書館	

4月21日（金）-5月31日
（水）	

開館時間内	 つながる　ひろがる　本の森　展	 大阪市内	 大阪市立生野図書館	 大阪市立生野図書館	

4月21日(金)-6月14日(水)	開館時間内	 絵本の木をつくろう	 大阪市内	 大阪市立平野図書館	 大阪市立平野図書館	

4月21日（金）-5月31日
(水)	

開館時間内	 【図書展示】貸出0(ゼロ)の本、読んでみて！	 大阪市内	 大阪市立北図書館	 大阪市立北図書館	

4月26日（水）-6月12日
（月）	

9:30-17:00	 特別展「渡来人いずこより」関連図書コーナー	 大阪市内（中央区）	 大阪歴史博物館	 大阪歴史博物館２階　なにわ歴史塾	

4月26日（水）-6月19日
（月）	

9:30-17:00	 特集展「重要文化財指定記念 なにわの町人天文学者・間重富」関連図書コーナー	 大阪市内（中央区）	 大阪歴史博物館	 大阪歴史博物館２階　なにわ歴史塾	

4月29日（土祝）-5月28日
（日）	

開館時間内	 私（わたし）から私（あなた）へ贈る本棚	 大阪市内（中央区）	 【企画運営】ドーン運営共同体	 ドーンセンター情報ライブラリー	

4月29日(土祝)-なくなり次
第終了	

開館時間内	 絵本おたのしみ袋展	 大阪市内	 大阪市立都島図書館	 大阪市立都島図書館	

4月29日（土祝）-5月28日
（日）	

開館時間内	 あなたがつくる図書館福袋	 大阪市内	 大阪市立住之江図書館	 大阪市立住之江図書館	

5月2日（火）-7月28日（水）	開館時間内	 猫図書ギャラリー＆モール	 大阪市内（中央区）	
LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお
庭と猫の図書館	

5月2日（火）-31日（水）	 開館時間内	 1年間、貸出０（ゼロ）の本 展	 大阪市内	 大阪市立東淀川図書館	 大阪市立東淀川図書館	

5月2日（火）-6月30日（金）	開館時間内	 【図書展示】西成図書館プレゼンツ「おすすめ本X」	 大阪市内	 大阪市立西成図書館	 大阪市立西成図書館	

5月3日（水祝）-5月5日（金
祝）	

10:30-17:00（最終日15:00
まで）	

闘病記フェスティバル	 大阪市内	 チーム闘病記	
近鉄百貨店上本町店１０階「近鉄文化
サロン」	

5月5日（金祝）-5月9日
（火）	

10:00-19:00	 炭鉱の記憶と関西　三池炭鉱閉山20年展	 大阪市内（中央区）	
エル・ライブラリー（大阪産業労働資
料館）、関西・炭鉱と記憶の会	

エル・ライブラリー（大阪産業労働資料
館）	

5月19日（金）〜7月19日
（水）	

開館時間内	 「貸出ゼロの本」展	 大阪市内	 大阪市立阿倍野図書館	 大阪市立阿倍野図書館	

大阪府下	

4月29日（土祝）	 11:00-16:00	 えほん交換会	 大阪府下	 茨木市立中央図書館	 茨木市立中央図書館	
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4月30日（日）	 10:00～15:30	 大人も子どもも作ってあそぼう！工作屋台村	 大阪府下	 八尾図書館	 八尾市立八尾図書館	

4月30日（日）	
10:00～17:00（なくなり次第
終了）	

「八尾図書館開館40周年記念ブックカバー」プレゼント	 大阪府下	 八尾図書館	 八尾市立八尾図書館	

4月30日（日）	 11:00-16:00	 えほん交換会	 大阪府下	 茨木市立中央図書館	 茨木市立中央図書館	

5月3日（水祝）	 15:30-16:00	 おはなしひろば	 大阪府下	 豊中市立野畑図書館	 豊中市立野畑図書館	

5月3日（水祝）	
ぴよぴよ10:15-10:30　よち
よち10:40-11:00　とことこ
11:10-11:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

おはなしぴよぴよ・おはなしよちよち・おはなしとことこ	 大阪府下	 豊中市立岡町図書館	 豊中市立岡町図書館	

5月5日（金祝）	 10:30-11:00	 よちよちえほん	 大阪府下	 豊中市立野畑図書館	 豊中市立野畑図書館	

5月5日（金祝）	 11:00-16:00	 えほん交換会	 大阪府下	 茨木市立中央図書館	 茨木市立中央図書館	

5月6日（土）	 10:30‐13:00頃	 【英語と絵本】　ホンノワ的 St.Patrick Dayを楽しもう！	 大阪府下	 ホンノワまちライブラリー	 ホンノワまちライブラリー	

5月6日（土）	 11:00-16:00	 えほん交換会	 大阪府下	 茨木市立中央図書館	 茨木市立中央図書館	

5月6日（土）	 13:30-15:30	 スペシャルおはなし会「こども縁日で遊ぼう！」	 大阪府下	 山本図書館	 八尾市立山本図書館	

5月7日（日）	 10:45-15:30	 堺市図書館まつり	 大阪府下	 堺市立中央図書館	 堺市立中央図書館	

5月7日（日）	 11:00-12:00	 大きな、おおきな絵本をたのしもう！	 大阪府下	 茨木市立水尾図書館	 茨木市立水尾図書館	

5月7日（日）	 11:00-15:00頃	 古墳でオススメ本紹介会　&　まちライブラリーとマッチボックスアート紹介	 大阪府下	 まちライブラリーアトリエ Tomo	 まちライブラリーアトリエ Tomo	

5月7日（日）	 13:00-17:00	 図書館で聴いて読むJAZZ	 大阪府下	 豊中市立高川図書館	 豊中市立高川図書館	

5月9日（火）	 14:00-16:00	 みのおキューズモール巣箱図書館のえほん交換会	 大阪府下	 まちライブラリー	
まちライブラリー＠みのおキューズモー
ル	

5月9日（火）	 18:30-20:00	 “ものづくり企業が集う大人の読書会”in ＭＯＢＩＯ	 大阪府下	

ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター
大阪） 
大阪府立中央図書館・大阪府立中之
島図書館	

ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大
阪）	

5月10日（水）　	
ぴよぴよ10:15-10:30　よち
よち10:40-11:00　とことこ
11:10-11:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

おはなしぴよぴよ・おはなしよちよち・おはなしとことこ	 大阪府下	 豊中市立岡町図書館	 豊中市立岡町図書館	

5月13日（土）	 11:00-11:30	 おはなしたんけんたい	 大阪府下	 豊中市立東豊中図書館	 豊中市立東豊中図書館　	

5月13日（土）	 11:00-11:30、15:30-16:00	ふれあう　えほんひろば	 大阪府下	 茨木市立中条図書館	 茨木市立中条図書館	

5月13日（土）	 13:30-16：00	 古民家ライブラリーをつくろう！　大阪・河内の歴史、自然を学ぶ	 大阪府下	
今米緑地保全会、住みよいまち＆絆
研究所、おおさかKOMO（共催）	

国登録有形文化財　川中家住宅　 「美
杜里乃屋（みどりのや）」	

5月13日（土）	 15:00-16:00	 飛び出すカードをつくろう	 大阪府下	 志紀図書館	 八尾市立志紀図書館	

5月13日（土）	 15:00-17:00	 トショカンの役割を考える～図書館のないまち・守口で～	 大阪府下	 たられば書店	 たられば書店	

5月14日（日）	 10:00-16:00	 植本祭	 大阪府下	 まちライブラリー＠すまいる	 みどりのつどい　2017　（西原公園）	

5月14日（日）	 11:00-15:00	 書庫に入れるＤＡＹ　「見つけた」感動を伝えたい☆	 大阪府下	 豊中市立野畑図書館	 豊中市立野畑図書館	

5月14日（日）	 14:00-15:30	 知的書評合戦ビブリオバトルinさかい	 大阪府下	 堺市立中央図書館	 堺市立中央図書館	

5月16日（火）	 11:00-12:00	 「庄内図書館の館長と話そう」	 大阪府下	 しょうないREK	 豊中市立庄内図書館	

5月17日（水）	
ぴよぴよ10:15-10:30　よち
よち10:40-11:00　とことこ
11:10-11:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

おはなしぴよぴよ・おはなしよちよち・おはなしとことこ	 大阪府下	 豊中市立岡町図書館	 豊中市立岡町図書館	

5月18日（木）	
10：30-11：30（10:00-受
付）	

図書館書庫見学ツアー	 大阪府下	 熊取町教育委員会	 熊取町立熊取図書館	

5月20日（土）	 13:30-16:00	 まちライブラリー＠大阪府立中央図書館　植本祭vol.4	 大阪府下	
まちライブラリー＠大阪府立中央図書
館運営委員会	

まちライブラリー＠大阪府立中央図書
館	

5月20日（土）	
午前の部10:00-11:30, 午
後の部13:00-14:30	

ようこそ絵本とOrigamiと英語ワールドへ♪	 大阪府下	 わがままプロジェクト	 Wagamama Projects　わがまま工房	

5月21日（日）	 10:00-15:00	 えほん交換会	 大阪府下	 茨木市立穂積図書館	 茨木市立穂積図書館	

5月21日（日）	 10:00-16:30	 移動図書館ともしび号　ｉｎ　「いばらき×立命館ＤＡＹ」	 大阪府下	 茨木市立中央図書館	 立命館大学大阪いばらきキャンパス	

5月21日（日）	 14:00－15:00	 大人の図書館ツアー	 大阪府下	 龍華図書館	 八尾市立龍華図書館	

5月24日（水）	
ぴよぴよ10:15-10:30　よち
よち10:40-11:00　とことこ
11:10-11:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

おはなしぴよぴよ・おはなしよちよち・おはなしとことこ	 大阪府下	 豊中市立岡町図書館	 豊中市立岡町図書館	

3月31日（金）-5月24日
（水）	

開館時間内	 「世界のことをもっと知ろう！知ってつながるアフリカ」展～ＪＩＣＡ関西による展示～	 大阪府下	 熊取町立熊取図書館	 熊取町立熊取図書館	

4月16日（日）-5月14日
（日）	

開館時間内	 本で見る大阪国際空港のこれまで・これから	 大阪府下	 豊中市立蛍池図書館	 豊中市立蛍池図書館	

4月29日（土祝）-5月28日
（日）	

開館時間内	 みんなでつくろう！おすすめ本の木　２０１７	 大阪府下	 茨木市立中央図書館	 茨木市立中央図書館	

4月29日（土祝）-5月28日
（日）	

開館時間内	 みんなでつくろう！おすすめ本の木	 大阪府下	 茨木市立庄栄図書館	 茨木市立庄栄図書館	
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4月29日（土祝）-5月28日
（日）	

開館時間内	 「今東光トリビア」クイズラリー	 大阪府下	 今東光資料館	
今東光資料館（八尾市立図書館内　3
階）	

4月29日（土祝）-5月24日
（水）	

開館時間内	 特集「はじめよう！の春～新生活スタート応援します～」	 大阪府下	 山本図書館	 八尾市立山本図書館	

4月29日（土）-5月25日
（木）	

開館時間内	 働くあなたに役立つ講座＝ビジネスゼミナール展	 大阪府下	 豊中市立千里図書館	 豊中市立千里図書館	

4月29日（土）-5月25日
（木）	

開館時間内	 こんなんあるで～。☆ＹＡ！ＢＯＯＫＳ通信☆	 大阪府下	 豊中市立千里図書館	 豊中市立千里図書館	

5月3日（水）-5月26日（金）	開館時間内	 本の帯まつり	 大阪府下	 河内長野市立図書館	 河内長野市立図書館	

5月3日（水）-5月5日（金）	10：00-17：00	 こどもの読書週間イベント　本のおたのしみ袋	 大阪府下	 八尾図書館	 八尾市立八尾図書館	

4月23日（日）-5月12日
（金）	

開館時間内	 本de世界一周の旅～いろんな国の本の世界を楽しもう～	 大阪府下	 八尾図書館	 八尾市立八尾図書館	

4月28日（金）-5月24日
（水）	

開館時間内	 世界五大陸＆日本縦断ミステリー紀行	 大阪府下	 八尾図書館	 八尾市立八尾図書館	

5月3日（水祝）	 11:00-12:00	 ぬいぐるみのおとまり会	 兵庫県	 あかし市民図書館	 あかし市民図書館	

兵庫県	

5月3日（水祝）	 9:00-10:00	 板宿論語まつりプレイベント	 兵庫県	 井戸書店	 井戸書店	

5月7日（日）	 14:00-16:00	 井戸書店寄席	 兵庫県	 井戸書店	 井戸書店	

5月9日（火）	 14:00-16:00	 あまがさきキューズモール巣箱図書館のえほん交換会	 兵庫県	 まちライブラリー	
まちライブラリー＠あまがさきキューズ
モール	

5月11日（木）	 19:00-20:30	 まちをたのしむブックカフェ	 兵庫県	 つなぐデザイン×まちライブラリー	 つなぐデザイン×まちライブラリー	

5月13日（土）	 13:00-16:00	 絵本作家さんとホンワカ団地で遊ぼう♪	 兵庫県	 まちライブラリー＠高倉台団地301	 　まちライブラリー＠高倉台団地301	

5月13日（土）	 14:00-15:30	 いたみ文芸ことそうし	 兵庫県	 伊丹市立図書館ことば蔵	 伊丹市立図書館ことば蔵	

5月13日（土）	 15:00-15:40	 絵本のおはなし会	 兵庫県	 ダイハン書房本店	 ㈱ダイハン書房本店	

5月14日（日）	 10：30-12：00	 「食」の植本祭	 兵庫県	 まちライブラリー＠コープのつどい場	まちライブラリー＠コープのつどい場	

5月14日（日）	 13:00-17:00	 読書カフェ	 兵庫県	 つなぐデザイン×まちライブラリー	 つなぐデザイン×まちライブラリー	

5月14日（日）	 13:30-16:00	 読書対話会	 兵庫県	 下村透	 永楽亭	

5月14日（日）	 9:00-10:00	 第1回板宿論語まつり	 兵庫県	 井戸書店	 井戸書店	

5月17日（水）	 18:30-20:00	 おすすめ本の交換会　カエボン部	 兵庫県	 伊丹市立図書館ことば蔵	 伊丹市立図書館ことば蔵	

5月20日（土）	 10:00-11:00	 第6回　お笑いから学ぶコミュニケーション	 兵庫県	 園田地区会館・笑ら部（わらぶ）	 園田地区会館　図書室	

5月20日(土）-5月21日(日)	10:00-翌10:00	 【中止】みつづみ書房　『深夜の古書店』　（24時間営業）	 兵庫県	 みつづみ書房	 みつづみ書房	

5月20日（土）	 14:00-15:30	 コトバーシティ英語読解講座　谷崎潤一郎『細雪』を英語で味読快読	 兵庫県	 伊丹市立図書館ことば蔵	 伊丹市立図書館ことば蔵	

5月21日（日）	 10:00‐11:30	 第24回Sonodaビブリオバトル	 兵庫県	 園田地区会館・Sonodaビブリオ	 園田地区会館　図書室	

5月24日（水）	 18:00-21:00	 読書カフェ	 兵庫県	 つなぐデザイン×まちライブラリー	 つなぐデザイン×まちライブラリー	

5月28日（日）	 13:30-16:00	 読書対話会	 兵庫県	 下村透	 永楽亭	

4月29日（土）-5月27日
（土）	

開館時間内	 会いたくなる本棚 2017	 兵庫県	
川西市市民活動センター・男女共同
参画センター	

パレットかわにし	

5月7日(日）～2017年5月
19日(金)	

営業時間内	 オーブリー・ビアズリー展vol.8「サロメ」	 兵庫県	 オーブリー・ビアズリー文庫	 みつづみ書房	

5月5日（金祝）	 　	
子ども絵本列車  
	

兵庫県	 　	 　	

京都府	

5月6日（土）	 １0:00ｰ15;00	 絵本のゆずりあい会＆京田辺で沖縄を味わう	 京都府	 まちライブラリー＠龍馬館in京田辺	 まちライブラリー＠龍馬館in京田辺	

5月6日（土）	 16:00-17:00	 三山木　風のおはなし会　「おいでよ！公園で絵本と紙芝居！」	 京都府	 まちライブラリー＠龍馬館in京田辺	 谷浦みどり公園	

5月7日（日）	 15:00-17:00	 ＴＴＢＢ　ＮＥＸＴ！　～ビールを超えてゆけ～	 京都府	 ＩＮ＠Ｋ（Iso & Nishiyama @ KYOTO）	 Irish Pub & Restaurant DUBLIN	

5月12日（金）	 19:30～21:30	 鉄道研究会「ＴＫＮ４８」　in　ブックフェスタ	 京都府	
鉄道研究会「ＴＫＮ４８」　（事務局長　
磯　勝己）	

ジオラマレストラン＆居酒屋バー　デゴ
イチ	

5月14日（日）	 13:00-16:00	 梟文庫でお茶会	 京都府	
 
梟文庫　	

梟文庫	

5月20日（土）	 14:00-16:00	 絵本＆本を片手に自然と遊ぼう	 京都府	 大原まちライブラリー	 大原まちライブラリーと大原周辺	

5月21日（日）	 13:00-16:00	 梟文庫で交換会	 京都府	
ベビー＆キッズ用品交換会　コデカケ、
梟文庫	

梟文庫	

5月21日（日）	 14:00ｰ15:00	 「銀河サーカス団」　希夙（きつと）さん原画展＆ブックトーク	 京都府	 興戸deマルシェ	 まちライブラリー＠龍馬館in京田辺	

奈良県・滋賀県・徳島県・他	
5月3日（水祝）または4日
（木祝）	

10:00-12:00	 世界の子供たちとお話交換会	 奈良県	 まちライブラリー＠自由空間ゼロ	 　まちライブラリー＠自遊空間ゼロ	

5日6日（土）	 未定	 キッカケ×ハックツ	 奈良県	
奈良県立図書情報館ハックツ部 Nalib　
共催：奈良県立図書情報館	

奈良県立図書情報館	

5月7日（日）	 10:00-17:00	 第12回いちにちまるごと札の辻！ ビブリオバトル＆読書会 	 奈良県	 橿原ビブリオバトル部	 八木札の辻交流館	

5月13日（土）	 10:00-11:00	 しんちゃんのめっちゃ楽しい読みあそびライブ！in 杉の子文庫2017	 奈良県	 杉の子文庫	 杉の子文庫	

5月13日（土）	 14:00-15:00	 第３回　植本祭	 奈良県	 まちライブラリー＠Café梛の森	 まちライブラリー＠Cafe梛の森	

5月20日(土)	 13:30-15:30	 参加型知的書評合戦　ビブリオバトル＃７８	 奈良県	
奈良県立図書情報館ビブリオバトル
部　　　共催：奈良県立図書情報館	

奈良県立図書情報館	

5月21日（日）	 13:00-16:00	 相撲について熱く語りませんか	 奈良県	
さくらいほんまちライブラリ－　協賛　
桜井市立図書館指定管理者（株）図
書館流通センタ－	

さくらいほんまちライブラリ－	

5月28日(日)	 14:30-16:00	 ビブリオバトルｉｎいこま　テーマ「まち」	 奈良県	 生駒市図書館	 生駒市図書館	

4月25日（火）-5月6日（土）	開館時間内	 僕の知らないジンセイノマチー本でたどる　街の想いー	 奈良県	
奈良県立図書情報館ハックツ部 Nalib　
共催：奈良県立図書情報館	

奈良県立図書情報館	

5月9日(火)-5月30日(火)	 開館時間内	 my home town　わたしのマチオモイ帖２０１７　奈良展	 奈良県	

奈良県立図書情報館・NPOならそら　　
共催：わたしのマチオモイ帖制作委員
会 
協力：クリエイティブネットワークセン
ター大阪 メビック扇町　　	

奈良県立図書情報館	

5月13日（土）・14日（日）	 12:00-17:00	 第２回「彦根の絵葉書展」	 滋賀県	 彦根・逓信舎	 彦根・逓信舎	

5月20日（土）	 15:00-18:00	 古本市と本の交換会	 徳島県	 ビブリオラボとくしま（代表：依岡隆児）	着物カフェ「ふりく」	

5月6日（土）	
10:00-15:30頃（引き続き、
マップづくりワークショッ
プ〜17:30まで）	

【中止】まちライブラリー巡り散走　実際に行ってみる編	 ツアー	 LIFE CREATION SPACE OVE 中之島	LIFE CREATION SPACE OVE 中之島	

5月13日（土）	 11:00-16:00頃	 本と人に出会う、旭区まちあるき	 ツアー	 まちライブラリー	 （集合）地下鉄千林大宮駅	

5月14日（日）	 10:15-18:30頃	 まちライブラリー探検隊＠姫路	 ツアー	 まちライブラリー探検隊	 JR姫路・姫新線改札前集合	

5月20日（土）	 15:00-18:00	 あまがさきの人と本に出会う日　まちライブラリーあるき	 ツアー	
藤本遼（尼崎ENGAWA化計画）、奥井
希（まちライブラリー）	

【集合場所】amare（あまり）	

5月26日(金)	 13:30-15:00	 大阪城のお膝元・森ノ宮のおもしろ散歩とまちライブラリー紹介ツアー	 ツアー	 おくむらたけすけ	
JR森ノ宮駅→散歩→まちライブラリー
＠もりのみやキューズモール	

4月29日（土）-5月27日
（土）	

　	 たびする本棚	 企画	 ぶくたび舎	 　	
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まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 

オープニングトークイベント 
2017年4月29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　	

ブックフェスタのオープニングイベントを開催しました。	
橋爪紳也先生による、ブックフェスタ開会宣言の後、小説家
の塩田武士さんをゲストにお迎えしたトークイベントを実施し
ました。	
塩田さんは、まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
のサテライトスタジオから配信の、FM	COCOLOの生放送番
組に出演後そのままトークにもご出演いただき、ラジオで話
し尽くせなかったこともふくめてたっぷりお話いただきました。
漫才コンビを組まれていたり、演劇もされていた塩田さんの
トークは軽快で、テンポもよくとても引き込まれる内容でした。	
代表作「罪の声」が本屋大賞にノミネートされ３位に入賞され
た心境や、小説家として今に至るまでの道程など。	
塩田さんは、新聞記者をされていらっしゃったのですが、そ
れも小説家になるためということで、取材時の様々なエピ
ソードが小説のネタにもつながっているとのこと。	
グリコ・森永事件うぃ題材にした小説「罪の声」は、１５年前
に構想はあったものの、担当編集者にまだ書けないと言わ
れ、デビュー後も８作だされる間ずっとあたため続けられて
きた作品だそうです。実際の事件の時系列を整理したノート
などの資料も見せていただき、ひとつの大作が生まれる背
景、秘話をぞんぶんに聞かせていただきました。　　　　　　　　　　　　　　	

参加者数： 			52人	

出演：塩田武士（小説家）、橋爪紳也氏（ブックフェスタ実
行委員長）礒井純充　MC：加美幸伸氏（FM	COCOLO	DJ）	

もりの一箱古本市 
2017年4月29日30日　10：00〜17：00	
場所：もりのみやキューズモールBASE１F　BASEパーク・	
　　　　まちライブラリー前（30日はまちライブラリー前のみ）　	

出店：２日間の合計　33店舗、参加者数：計測不可	

サポーター会議にて実施したいという声の多かった、一箱
古本市を、今年は運営をサポーターが中心となり開催しま
した。	
１F　ＢＡＳＥパークでの開催希望が多かったため、雨天時
を考慮しテント内に収まるブース数にて募集を行いました。	
また、２Fまちライブラリー前（軒先）にも数件ブースを設置。
２Fまちライブラリー前のみ、29日（土祝）30日（日）の2日間
開催。１FＢＡＳＥパークでは、セントラルスクエアへと向か
う通路にもなっているため、人通りも多く、立ち寄られた方
が各店主と会話しながら本を見られていました。出店者も
手作りのPOPを添えたり、絵本に特化したりと各店の特色
がでており、見ていて楽しい様子でした。	
29日には一時空模様が心配な時間帯もありましたが、無
事終了しました。	
	

レポーター：奥井希	

レポーター：奥井希	
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日	 場所	 店主名	 店舗名	 種別	 詳細	

29日 １F 宮永裕子	
なすびのほんや
さん	

こどもむ
け	

書籍	

絵本と児童書をメインに販売します。ときどきブック
トークタイムを設けて、お客さんとの交流を楽しみな
がら販売したいです。	

29日 １F 藤井　友紀	 cafuBOOKS こどもむ
け	

書籍	
絵本・児童書を中心に。大切な本ですが読み継が
れて欲しいので出品します。	

29日 １F 大川藍子	 大福文庫	
おとな
むけ	

書籍	

文芸・サブカル・ナチュラルライフなど、毎日のくらし
を心地よく過ごしたい。その手助けになるようなジャ
ンルの本を集めてきました。「次のどなたか」に手渡

せるといいなと思います。	

29日 １F 本村 綾	 ポスコット	
おとな
むけ	

書籍, 
音楽関
連（CD、

レコー
ド）	

ポスコットの本棚にあった本、次に読んでくれる人に
つながりますように。 
文庫、親書、文芸書などを紹介する予定です。	

29日 １F 鍛冶　栞　（サテライ
ト・オフィス平野）	

ブック・オン	

おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）, 音
楽関連

（CD、レ
コード）	

はじめまして、サテライト・オフィス平野です。その名
の通り平野からやって来ました。たくさんの人と出会
えたらいいなぁとおもっています。	

29日 １F 木下知子	
SUS  くらしと本
のみせスウス	

おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍	

誰かの大切な一冊になりますように、と思いを込め
て箱に本をつめていきます。絵本・児童書・小説・雑
誌・暮らしまわりの本等。	

29日 １F 関宏貴	 いっさつや	
おとな
むけ	

書籍	

いいですか？１冊だけです。気に入っていただけま
したら、一緒に過ごして見てください。あわてずに、
ひとつひとつ進みましょうか。	

29日 １F 戸井律郎	 大吉堂	

おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍	

〜世界は物語に満ちている〜 
冒険、謎、怪奇、夢、青春、ドキドキワクワク。 
古今東西の物語に出逢いませんか。 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29日 １F 渡辺尚見	 下鍋村	
おとな
むけ	

書籍	

まちと自転車が好きなしもちゃん＆なべちゃんの本
屋さんです。エッセイ、小説、文庫本あれこれ読ん
でいますのでお楽しみに♪	

29日 １F 山田友香	 POP shop 
おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）	

当店、おススメの本には全てPOPを付けて販売して
おります。宜しければお土産に一冊、いかがです
か？	

29日 １F 大城　緑	
ホンスキー倶楽
部	

おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）, 音
楽関連

（CD、レ
コード）	

インターネットラジオゆめのたね放送局関西チャン
ネル「ホンスキー倶楽部」のブースです。ラジオでは
毎月テーマを決めて本好きの皆さんからのおススメ

の本を紹介しています。今回は私とリスナーの皆さ
んからのおススメ本を色々な方に手に取ってもらえ

ればと思います。	

29日 １F 若山　香	
キンモクセイ文
庫	

おとな
むけ	

書籍, 
和紙の
小物、

手作り
ストラッ

プ	

滋賀県大津市で個人図書館を開いています「キン
モクセイ文庫」です。小説・エッセイ（文庫本含む）、
児童書・絵本、料理・手芸の本などの他、手作りの

ストラップや和紙の小物等もお持ちします。よろしく
お願いいたします。	

29日 １F 塚中良平	 ガクウンドー	
おとな
むけ	

書籍	

「旅の本」「歴史を楽しむ本」「エッセイ」など、頭の疲
れたときに手にとることで、気軽に本の世界に入れ
て気分転換のできるような本を持っていきたいと思

います。当日は本を通じて色々なお話ができればと
思います。	

29日 １F 北川聖子	 PalloBox おとな
むけ	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）, 豆
本	

日常にささやかなサプライズをお届けするちっちゃ
なびっくり箱、PalloBoxです。本のラインナップは雑
学モノが多いです。古本以外にも手づくりの豆本の

アクセサリーやガチャも用意する予定です。	

29日 １F 山田順子	 Studio Piccolo おとな
むけ	

書籍, 
音楽関
連（CD、

レコー
ド）	

クスッと笑える猫のことわざの豆本、古い着物の生
地で仕立てた童話の豆本などもあります。手にとっ
て読んで下さいね！	

29日 １F 畑守　真季	 Basteto　Cafe 
おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）	

小説を中心に、エンターテインメントな本を置いてま
す。『かどっこしおり』やオリジナルブックカバーもあ
りますよ！お気軽にお立ち寄りください。	

15	



29日 １F 新藤　雅子	 黒猫書肆	
おとな
むけ	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）	

”黒い本”売ります！黒猫が横切る店主がセレクトし
た黒い本。文学、ミステリー、ファンタジーなど様々
なジャンルをご用意しております。	

29日 １F 辻　綾子	 らむ文庫	

おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）	

はじめまして！こんにちは、「らむ文庫」です。「ram」
とは、アイヌ語で「心」という意味です。あなたの心に
響く本をセレクトしました。どうぞ、よろしくお願いしま

す！	

29日 １F 前田すばる	 すばりずむ	
おとな
むけ	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）, 音
楽関連

（CD、レ
コード）	

小説、文庫、ビジネス書など、いろいろ予定してます。
よりどりみどり、ごった返した内容にしたい♪ 
よろしくお願いします。	

29日 １F 田上幸代	
ジャパンマシニ
スト社の本屋さ

ん	

おとな
むけ	

書籍	

『Chio』『お・は』の子育て雑誌をはじめとしたジャパ
ンマシニスト社の本を、当日かぎりの特別価格で販
売いたします！	

29日 １F イソカツミ	
うたと列車のへ
や　“１５０号室”	

おとな
むけ	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）, ポ
ストカー

ドなど	

俳句や短歌、旅や鉄道の本と、自作の小さな句歌
集やしおり、ポストカードなどを並べます。思い出の
日々を、まだ見ぬまちを、胸の奥底をはしる列車。

どこから来て、どこへ行くのか。本を介してお話しで
きるのを楽しみにしています。	

29日 １F 芦田智子	 トキドキ書房	

おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍, ク
ラフト雑
貨	

ジャンルばらばら、年代ばらばら、色んな本と、雑貨
をちょこっと並べたいと思います。	

29日 ２F 花井慶太	 8713 おとな
むけ	

書籍	 はじめてですがよろしくお願いします。	

29日 ２F 前田　理穂	 eat!eat!eat! おとな
むけ	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）, 　
お料理

に関す
る雑貨	

パン屋さんでパンを運んでいる時って、なんか幸せ
ですよね。おうちに帰って、お気に入りのコーヒーと
一緒に、とか想像して。たのしい時間ですよね。eat!

eat!eat!　では”食べる”をテーマに本を選んでみまし
た。おすすめのレシピ本、エッセイ、ガイド本など、

みなさんがわくわくする様なお店づくりがモットウで
す。	
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29日 ２F 瓜生ゆき	
B×B(クロス
ビー) 

おとな
むけ	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）	

本が好き、鳥が好き、ビールが好き、そんな仲間が
好き。本と人を繋ぐお仕事をしてます。	

29日 ２F 岡本　いづみ	
Scopeboy 
Books 

おとな
むけ	

書籍, 
音楽関
連（CD、

レコー
ド）	

ジャンル多様な古書のほか、文芸からコミックまで
各種リトルプレスを置く予定です。中古CD(主に
ROCK）もあるかも。お気軽に遊びにきてください。	

29日 ２F 大畑元彦	 Moto Books おとな
むけ	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）, 音
楽関連

（CD、レ
コード）	

宮本輝とアート本を中心に取りそろえております。
当日だけのスペシャルアイテムもあるかも！	

30日	２F 岡田稔（パール文
庫）	

パール文庫	

おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍	

絵本は、子供が見るものと思ってましたが、大人も
子供もみんなが笑ったり泣いたり出来る本です。そ
れをお伝えしたと思います。 

よろしくお願いします。	

30日	２F 池原さつき	
本が好き！倶楽
部  関西読書隊	

おとな
むけ	

書籍	

全国の本好きが集まった4年目のサークルです。小
説、エッセイ、マンガ、ビジネス、自己啓発、絵本…
と幅広く、1年間で読む本は10000冊以上！ 三度の

飯より本好きな私達が、過去に読んだ30318冊の中
から選りすぐりの1冊をお届けします。	

30日	２F 川島 大明	 フォレスタ文庫	
おとな
むけ	

書籍	

ツボやお灸のワークショップを主催している“学べる
鍼灸院”フォレスタが古本市に参加します！ツボや
お灸、健康に関するお話もします♪	

30日	２F 林 佑磨	 Booksサンバシ 
おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）	

本屋は、造船所。本棚は、港。BooksDocksで皆さん
が購入された本は、船の外壁のようにハードなブッ
クカバーをかけたり、マストのようなしおりや、ロープ

のようなバンドをつけたりできます。どうぞいろいろ
なところに航海させてあげてください。５月ごろ阿倍

野区の王子商店街にブックカフェとして実店舗も開
店予定。このご時世でリアルな本屋が生き残るシス
テムを本気で考えています。本だけに。ぜひ一度遊

びに来てください！	

30日	２F 中村　順子	 英語多読の森	

おとな
むけ, こ
どもむ

け	

書籍, 
本関連
グッズ

（ブック
カバー、

しおりな
ど）	

①辞書は使わない！②わからないところは飛ば
す！③イヤになったらやめる！の「英語多読」を１０
年以上続けてきました。”これまで読んできた英語

の本や絵本（読めなかった本！？）”を中心に、読
書周りの手作りグッズを販売します。「英語多読を

始めてみようかな？」と思っている方はどんどん質
問してください。富山県からチューリップと鱒ずしと
共に参加します！	

30日	２F 古賀　正恭	 ニュー広場画報	
おとな
むけ	

書籍, 
本関連
グッズ	

ウラナンバ中心に大阪のウラカルチャー情報を発
信しているフリーペーパーのお店です。	
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もりのみやの古本展 
2017年4月29日30日　10：00〜17：00	
場所：もりのみやキューズモールＢＡＳＥ１F　セントラルスクエア前	

出店：４店舗（厚生書店・寸心堂・唯書房・小町書）	

大阪古書研究会のメンバーである古本展さん４店舗によ
展示即売会を開催。今年はセントラルスクエア前でコンパ
クトに開催。	
多くの方が足をとめ、本を選ばれていました。	

第4回もりの植本祭＆大交流会 
2017年4月30日　13：00〜18：00	
場所：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

レポーター：池田繁治	

参加者数：    もりの植本祭	162人　もりの大交流会28人　合計190人　	

まちライブラリー＠もりのみやキューズモールのオー
プン2周年を記念して、みんなで本を持ち寄る「もりの
植本祭（しょくほんさい）」を開催しました。	
	
今回も多彩なカタリストたちがもりのみやに集結。ま
ちライブラリー＠もりのみやキューズモール会員をは
じめ、東急スポーツオアシスもりのみや、FMCOCOLO
プロデュース企画も含めて全24プログラムが用意さ
れ、それぞれが趣味や語り合いたいことをテーマに盛
り上がりました。3タームの時間帯に分かれ、それぞ
れ8コマのブースで大賑わいの会場では、3ターム全
ての時間にハシゴで参加された方も多数。数日前に
まちライブラリーを知りブックフェスタを知ったばかりと
いう方も存分に楽しまれていました。	

また、同時に会場では大吉堂さん主催による「オリジ
ナルしおり作りワークショップ」も開催。子どもたちも大
人たちとともに楽しめる仕掛けに満足してくれた様子。	
	
植本祭が終わるといよいよもりの大交流会。会場を
転換する合間にサプライズで登場したのが謎のパ
フォーマンスユニット『ScatRaw』。実はFMcocoloのDJ
でもある加美幸伸（カミーニョ）さんと、古川真穂(マ
ホーニャ)さんによるユニットで、ゲリラライヴは弾けた
パフォーマンスで会場を沸かせてくださいました。	
	
そして最後はもりの大交流会。『PIZZA	FORNO	
CAFE（ピッツアフォルノカフェ）』の本格ナポリピッツア
を囲んで楽しい団らんのひとときが。陸奥賢さんによ
る直感讀みブックマーカーを使った余興もあり、参加
者全員で最後まで一日を楽しむことができました。	
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第1ターム　13:15～14:35	

第2ターム　14:45～16:05	

アメリカ野球に触れ
た日（武部義人） 

Beautyナビ フェイ
ス～すっきり小顔
（知念利恵子） 

「なにわ快道」を歩き
ませんか（小西尉司） 

わたし×エール＝ス
マイル（澤井将至） 

私の90年代RAP（蒲
田じゅん） 

新しい家の形をのぞ
こう（永井智樹） 

ストレスCheck＆リ
ラクゼーション（加
藤哲司・東裕美） 

読書支援サイト
RETHACでWeb読書
会（坂口智彦） 

思い鉄。（山田晃全） 座って腰痛＆膝痛体
操（玉置裕一） 

Ｇデッドにマーケ
ティングを学ぶな！
（古賀正恭） 

マッチボックスアー
トの紹介と交流（中
村知絵） 

今の子どもに必要な
運動とは？（堀上智
生） 

海外野球チームを渡
り見たこと・感じた
こと（山上直輝） 

ウルトラマン好きが
「サカナ」を語る？！
（大久保利也） 

島に生きる 豊島と
本と、時々aiko（谷
川勇人） 

・カタリストとして参加させていただきました。私は今まで野球選手としてたく
さんの人たちと出会うことができました。このまちライブラリーでもたくさんの

人たちと出会うことができております。たいへん感謝しております。自分にな
い分野の人たちと出会う良い機会となっています。	

	

・あまり手間をかけずに考えたワークでしたので上手くいくかは不安でした
が、ご参加いただいた方々の表情や反応を伺った限りでは、一定の結果を

残せたのではと感じております。ワークの向き先を参加者ご自身に向けた
のは良かったと思う反面、本との絡みが薄いワークになってしまった点は課

題と感じております。	
	
・参加された方からは非常に勉強になったとおほめ頂きましたが、どういう

ターゲット層に訴えたいのかが非常にアバウトだった為に、本来、狙ってい
た層の参加が全く無く、戸惑った。	
	

・思ったよりも多くの方に参加いただき、恐縮でした。緊張しましたが、いい
経験になりました。ありがとうございました。	

	
	

	

・参加者と日々感じるストレスについてと意見交換。ストレスは悪と考えるの
ではなく、むきあうことの大切さとリラクゼーションについての効果	
についてお話を頂戴しました。	
本の紹介時はストレスに関することだけでなくメンタルやさまざまな	
心理や精神世界についての本も多く、健康について色々と学ぶことがあった。	
	
・本を置いていく人は写真を持ち帰り、本を持ち帰る人は写真を置いていく。

内容が掴み辛かったようです。来年もこの企画で良ければ参加したいです。	
	

・楽しい賑わいの中でのイベントはあっという間でした。参加してくださった
方々には概ね好評でしたが、こちらが内容を詰め込みすぎたこともあって、さ

わりを紹介しただけで時間切れとなってしまったのは心残りでした。でも初め

ての方にも興味をもってもらえたのは良かったです。今後、継続的に研究会
のような形で開催させていただければとも思っております。宜しくお願いいた

します。	

	
。	

-	-	-	-	-			主催者感想　-	-	-	-	-	-	-	
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第3ターム　16:15～17:35	

もりの交流会　18:00～20:00	

乾杯　もりの大交流
会 

テーブルごとの笑顔
　もりの大交流会 

テーブルごとの笑顔
　もりの大交流会 

テーブルごとの笑顔
　もりの大交流会 

オリジナルしおり作
りワークショップ
（大吉堂） 

ScatRawゲリラライブ 

関西のサブカル
チャーを語ろう（西
山保子） 

お魚のちょっと知っ
とこ！？タコとイカ
（大久保利也） 

大人の賢治・子ども
のケンジ双六大会
（谷明子） 

かんたん呼吸ヨガ～
ココロもカラダも健
康に（坂元結） 

直観讀みブックマー
カーを作ってみよ
う！（陸奥賢） 

シンクロニシティ～
しるしを辿る旅（中
谷香） 

ボクが気になること
（加美幸伸） 

納ぽん＜おさぽん＞
（瓜生ゆき） 

同時開催　ワークショップ＆ゲリラライブ	

・満席に近い状態の参加者で驚きました。以前紹介した双六に興味を持って
くれた方、宮沢賢治ファンの方、読んだことはないが興味があって参加した方

など、様々な方と意見交換ができました。宮沢賢治とはどんな人であろう、人
生と作品をリンクし、語り合うことを目的として作成した双六なので、遊んでも

らうまでには至らず、そこが残念でした。セッションの感想は、新しい宮沢賢

治を発見し、自分なりに読んでみようという感想を多数頂きました。そこは
狙っていたので、ホッとしました。次回はゲーム性と文学性のある双六で、ま

た参加してみたくなりました。	
	

・植本祭ではスタッフさんのご支援のおかげで、なんとか予定をこなすことが
できました。はじめての体験だったので時間配分などぎくしゃくした点はありま

したが、参加の皆様方と楽しいひとときを過ごすことができて喜んでおります。

会話がはずむと言う点では、自分含めて４～５名くらいで催すのが良いので
は、と思いました。 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 		
	

・同一会場でターン毎に、一斉に行われる様は 、壮観でした。受付も一箇所
でわかりやすかったです。	

	
・昨年からイベント自体が大きく進化したように思います。年齢性別問わずご

参加いただきやすい良い取り組みと感じている人は多くいらっしゃるのではな

いでしょうか。今後も自分の出来る範囲で関わらせていただけると大変嬉しく
思います。	

	
・良いイベントだと思います。カタリストとして話をするときに、お店のBGMは

消すか、音をおさえていただいた方がいいような気がします。落ち着いて話
がしたい場面もあるので。	

	

・参加される方は向上心や探究心が高く、勉強熱心な方が比較的多いとお見
受けしましたが、案外家族連れ、子供連れが少なかったように思われます。

この層を狙ったイベントも必要かと思われます	
	
	

-	-	-	-	-			主催者感想　-	-	-	-	-	-	-	
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こどもの日スペシャル企画 
2017年5月5日　13：00〜16:00	
場所：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

こども日にモノポリーで遊ぼう！（モノポリーライト）	

小さな子どもを対象に、人気アニメのモノポリーと、昔な
がらのモノポリー２つを用意して遊びながら交流してい
ました。	
２グループに分かれて遊んでいましたが、小さいお子さ
んも大人しく楽しんで遊んでいた印象です。	

参加者数： 				１４人	

パロムロムパとあそぼう☆～えほんよみきかせ・工作～	

１４：００〜１５：００	

絵本ブース前にシートを引いて開催。小さな子どもたち
が集まり、絵本のよみきかせを聞いたり、紙でできたお
もちゃを作って交流していた。	
絵本のよみきかせでは、外から眺めるお子さん連れの
ご夫婦もいたのでお声がけし、中に混ざる方も。工作で
は、様子をみて混ざるお子さんもいました。	

参加者数： 				２５人	

１３：００〜１６：００	

ブクブクえほんこうかん会！	

１５：００〜１６：００	

子どもの参加はありませんでしたが、それぞれ持ち寄っ
た新しい絵本から、人気絵本まで、さまざま絵本が紹介
され、作品の魅力を語り合っていた様子です。	

参加者数： 				３人	

レポーター：中村清美	

5/5の子どもの日に、子ども向けのイベントを集めました！	
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pad GALLERY（アーティスト集団）とのコラボ 

　一箱古本市でのライブペインティング	

　まちライブラリー内のアートペインティング	

大阪市北区のPadギャラリー所属アーティストによるライ
ブペインティング。一箱古本市の中、ステージを使って
実施。 ブックフェスタにちなんで巨大な絵本に見立てた
キャンバスに ライブペインターが音楽に合わせて描きま
した。 	

2017年4月29日　13：00〜15:00	

2017年5月26日　14：00〜22:00	

［出演アーティスト＆タイムテーブル］	
13:00～13:40　エゴウサトシ &	タイ・テツヤ	
	13:50～14:30　北村奈緒子 &	橋口夕日子 	
14:30～15:00　菩須彦 	

何もないところから絵が描かれて
いく様子は多くの方の視線をひき
つけ、ペインティング中は子どもた
ちがまず座って観覧をはじめ、大
人も見入っていました。	
	
レポーター：奥井希	
	

［アーティスト］	
菩須彦、美和いちこ 	

同じくPad　GALLERYのアーティスト２人が、まちライブラリー内をアートで装
飾？！馴染みの空間が一気に様変わりしました。	
通常会館中にライブペインティングで実施し、その時間帯に利用されていた
子どものリクエストもイラストに反映されているのだとか。	
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出版社とのコラボ（版元ドットコム西日本、西日本出版社） 

語る創業者　出版社の作り方　	
（シリーズ本をつくるってこういうこと）	
	2017年5月1日　19：00〜21:00	

毎月第1月曜日にまちライブラリー＠もりのみやキューズモー
ルで開催している、「シリーズ本をつくるってこういうこと」をブッ
クフェスタスペシャル「語る創業者　出版社の作り方」ということ
で実際に西日本にて出版社を立ち上げた方々にお集まりいた
だきました。	
スピーカーは、内山正之さん（西日本出版社代表取締役）、千
葉潮さん（メディアイランド代表社員）、島田亘さん（ブリコルー
ル・パブリッシング 代表取締役）、山川隆之さん（吉備人出版 
代表取締役）。何十年も続いているところから少し前にひとり
出版社として立ち上げられたところまで様々です。	
どのような本の作り方をしているのか、年間の発行本数や、資
金繰りまで参加者の方からも活発に質問があり大いに盛り上
がった夜でした。	
今、手元にある本も、書き手はもちろん、こういう本を世に出し
たい！この話しを伝えたい！と熱い思いをもって動かれた編
集者さん、営業の方、書店さんの連携があってのものと思うと
より1冊の重みをます。	

参加者数： 			30	人	

［ブリコルールパブリッシング］	
・アイドルばかり聴け！	
　J-POP女性アイドル30組200楽曲解説	
・ももクロを聴け！	
　ももいろクローバーZ	全134曲 完全解説	

・哲学するレストラトゥール:	自給自足の有機農業で実践する	
「贈与への責務と返礼」	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

［メディアイランド］	
・恋愛下手でも結婚上手になれる本　ブレない婚活	

・画家として、平和を希う人として　加納辰夫（莞蕾）の平和思想	
［西日本出版社］	

・雑貨店おやつへようこそ　　　　　　　　　	

・ねてもさめてもとくし丸」	
・ゲリラうどん通ごっこ軍団	

・能の本　　　　　　　　	
・わかる古事記　他	

場所：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

レポーター：奥井希	

ブックリスト	

能楽師 辰巳満次郎さんと楽しむ『能の本』		
2017年5月8日　19：00〜21:00	

参加者数： 			28	人	

場所：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

西日本出版社さんより出版された「能の本」を題材
に、監修された辰巳満次郎さんにお話いただきまし
た。	
能舞台についてや、世界観、道具に所作まで、興
味あるけど入口がわからない、、という人にもわか
りやすく、面白くお話いただきました。	
写真は、みんなで「シオリ」 という所作をしていると
ころです。	

・能の本（西日本出版社）	

ブックリスト	

23	



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） 

いばりつDAYでの企画 
2017年5月21日　11：00〜16：00	
場所：まちライブラリー＠OIC	

快晴でイベント開始前から多くの方が来館者されました。まちライブラリーは公園側、
廊下側の両扉を空けて開館。まちライブラリー外（廊下側）では、一般（会員）による
一箱古本市が５店舗出店、公園側では学生による一箱古本市が２店舗と、マットを
敷いて絵本の読み聞かせが開催されました。まちライブラリー内では時間を分けて、
２つのイベントを実施、イベント参加を含め、多数の見学・来館者が来られた1日で
した。	

参加者数： 		合計356人	

レポーター：奥井希	

一箱古本市	

開始時刻は11時であったが、準備中から、多数の人だ
かりができていました。一箱古本市への出店は初めて
の出方ばかりでしたが、ディスプレイの工夫や、本のライ
ンナップなどから出店者さんの個性が現れていました。	

参加者数： 			204人（買い上げの人：箱主さんと話しただけの人数はさらに多い）	

１１：００〜１６：００	

店舗名 出店者名 

へんこや書房 村上和也 

風っ子書房 中園佐紀子 

木下さん 木下晴子 

小学生が楽
しく学べる本 橋詰琴美 

服部先生ゼミ
生 市谷友暉 

子育てサ
ポート・えん 松岡彰子 

防災共育アト
レ 大久保快 

のうさぎ文庫 堤美千絵 
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えほん遊牧民 	

まちライブラリー外スペースに、防災マットを敷き絵本を
並べて実施。読み聞かせがない時間帯も絵本を自由に
読んだり、ミニ工作をしたりと多くの子供達が集まって過
ごしていました。	
読み聞かせが始まると子どもや	
親子連れなどが集まりお話の世	
界に魅入られていました。	

参加者数：合計　100名　	
（１１：３０はのべ６０名程、１２：３０はのべ４０名程） 	

１１：００〜１４：００	

子育て・孫育て相談	

時間を置いて４人の方が参加されました。一人ずつ企画
者の松岡さんととじっくり話されていました。	

参加者数：4名	
１２：００〜１３：００	

企画者：木下栄一	

企画者：松岡彰子	

日本茶新世界 	

まちライブラリー＠もりのみやの会員の方や、久しぶり
の来館の方、会員登録された方がそのまま参加され、
みなさんでお茶やお菓子を食べながら、日本茶につい
て色々学びました。	

参加者数：8名	
１３：３０〜１５：３０	

企画者：秋保強	

読み聞かせ 	

英語や、小道具を使った読み聞かせもあり、みなさん真
剣にご覧になられていました。	

参加者数：40名	
１５：００〜１６：００	

企画者：堤美千絵	
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マイクロ・ライブラリーサミット2017 

2017年5月27日　10：30〜18：00	

全国各地の小さな図書館が集合し、運営のノウハウや想いを共有しました。	
5	回目となる今回は北海道から沖縄まで全国から16	館が集合。 	 	 	 	 		

	 	 		

レポーター：奥井希	

概要	

場所：大阪府立大学	I-siteなんば 	
資料代：1,000円（交流会参加の方は別途3,500円） 	
参加者：165人（交流会参加70名）	
主催：まちライブラリーブックフェスタ2017	in	関西　実行委員会	
共催：公立大学法人大阪府立大学	
後援：一般財団法人森記念財団、大阪府立大学観光産業戦略研究所 	

プログラム	

オープニングセッション　「マイクロ・ライブラリー　歩みと現状とこれから」	
１時間目「まちの隙間を埋めるマイクロ・ライブラリー」	
・港北あちコチまちライブラリー（横浜・港北区）	(木下豊、大野玲子)	
・まちライブラリー＠三鷹中央通り （東京・三鷹市）（小林圭子）	
・まちライブラリー＠水上家 （沖縄・那覇市）（郷慎久朗）	
	
２時間目「本で遊ぶマイクロ・ライブラリー」	
・アソートボックス （大阪市内）（高木奈津美）	
・初恋書房〜本で遊ぶ企画部〜 （福井市内）（高嶋由衣、市波 真祐姫）	
	
３時間目「地域に根ざしたマイクロ・ライブラリー」	
・かわだ尾花屋まちライブラリー（福井・鯖江市）（佐々木春信）	
・まちライブラリー＠龍馬館IN京田辺 （京都・京田辺市）（西川幸子、有地淑羽）	
	
４時間目「温泉を活用したマイクロ・ライブラリー」　　　	
・銭湯ふろまちライブラリー （東京都内）　（高橋正和）	
・佐賀・古湯温泉／泊まれる図書館「暁」（佐賀市内）（白石 隆義）	
	
５時間目「本が活きる空間があるマイクロ・ライブラリー」	
・本庫HonCo（秋田市内）（天雲成津子）	
・人文系私設図書館Lucha	Libro（奈良・東吉野村）（青木真平、青木海青子）	
	
６時間目「暮らしと学びをたすけるマイクロ・ライブラリー」	
・まちライブラリー高岡多読（富山・高岡市）（中村順子）	
・梟文庫 （京都市内）　（西尾美里、西尾新）	
	
７時間目「医療・福祉に寄り添うマイクロ・ライブラリー」	
・まちライブラリー＠ほのぼの文庫（兵庫・西宮市）（小川登久、清水三季）	
・まちライブラリー@ふくやま病院（兵庫・明石市）（譜久山剛）	
	
スペシャルセッション「中心市街地の活性化を担ったマイクロ・ライブラリー	
〜まちライブラリー＠千歳タウンプラザの挑戦〜」（小澤徹、久重薫乃）	
	
マイクロ・ライブラリーアワード授与式	
大阪府立大学　石井実（大阪府立大学理事・副学長）	
まちライブラリーブックフェスタ2017	in	関西 実行委員会 橋爪紳也（実行委員長／大阪府立大学大学院教授・同大学観
光産業戦略研究所所長 ）	
	
ポスターセッション交流会	
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当日の様子	

オープニングセッション	
　「マイクロ・ライブラリー　歩みと現状とこれから」	
今までのマイクロ・ライブラリーサミットの振り返りと、	

近の動向などをまちライブラリー提唱者礒井がお話いたしました。	
	
１時間目「まちの隙間を埋めるマイクロ・ライブラリー」	
・港北あちコチまちライブラリー（横浜・港北区） (小林圭子)	
・まちライブラリー＠三鷹中央通り （東京・三鷹市）（木下豊、大野玲子）	

・まちライブラリー＠水上家 （沖縄・那覇市）（郷慎久朗）	
	
港北あちコチまちライブラリー	

２年前に開催した図書館の開館１５周年記念講演会にて礒井さんの講演会を企画。それ

を聞きに来た人たちが興味をもち、区役所の空きスペースや、消防署の空きスペース、民
家やマンションなどでスタートされた。まちライブラリーを設置したことが縁で図書館と消防

署がコラボするなど連携が深まっている。	

 	
まちライブラリー＠三鷹中央通り	

三鷹駅前のビルの建て替えまでの空き店舗対策でできた場所でまちライブラリーを始めた。
もともと人気がない場所だったが、まちライブラリーを始めてからにぎわうようになった。し

かし、一人で運営し、費用などすべて持ち出す形で実施しているため問題は山積み。しか

し、サミットへ出ることで少し空気が変わってきていることも感じる。	
 	

まちライブラリー＠水上家	
沖縄の那覇の中心商店街の２階にてコミュニティスペースをつくろうという動きがありそれ

に乗っかって開設したのがきっかけ。月1回読書会を開催しており、そこには老若男女さま

ざまな人が集い盛り上がっている。もともと大阪でまちライブラリーに関わっていて、縁もゆ
かりもなかった町だったがとても濃いつながりを得ることができた、それを沖縄でも実践す

ることで伝えていきたいと考えている。しかしスペース自体は都合により閉鎖、本棚も常設
ではなくなっている中、開いたコミュニティの終わらせ方を検討している。	

	
２時間目「本で遊ぶマイクロ・ライブラリー」	
・アソートボックス （大阪市内）（高木奈津美）	

・初恋書房〜本で遊ぶ企画部〜 （福井市内）（高嶋由衣、市波 真祐姫）	
	
アソートボックス	
滋養的という言葉をキーワードにしている。心が楽になるあれこれと解釈し、色んな人に

とっての滋養的なものをシェアするイベントを不定期で開催。本にからめる形で、痕跡本や、

ほんの世界の料理や、ト書き、フォントなどに焦点をあててトーク＆音楽ライブを開催して
きた。	

また、ネットラジオの番組で一番お気に入りの本の話をしてもらい、一番お気に入りだから
寄贈できないけどそれをネット上にアーカイブするという手法で実施している。	

 	

初恋書房	
地元のBOOKCAFEが閉店してしまったことをきっかけに本のことをしゃべる場をつくりたいと

開催。自分が楽しいんでいることをみんなでやったら楽しいかもという感覚。本を読むだけ
の存在ではなく、遊べるものとして発信していきたい。	

本のカバーをひたすら取っていく「脱がさナイト」や「血肉になったことば朗読会」「マンガの

決めゼリフ叫ばナイト」などを開催。本気で本の魅力を紹介する人の話をきくと、心が動く
瞬間がある。その日その場、その人達でしか共有できないときめきがあると考えている。	

 	
意見交換（ファシリテーター：磯）	

両者の特徴が、「本で遊ぶ」として、本にアクセスする敷居を低くすることにあると思われる

が、そのきっかけや、今後の企画についてファシリテーターの磯さんから２人に質問があっ
た。	

初恋書房の高嶋さんは、本が嫌いな同僚が、楽しそうという理由でイベントの参加してくれ
ていたエピソードを紹介、今後も年に２回程度で続けていきたいとのこと。アソートボックス

の高木さんは、自身が国語の授業のときの本に対して持った敷居の高さを意識しており、

今後は様々な場所に出張もできるのではないかと考えているとお話された。	
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当日の様子	
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３時間目「地域に根ざしたマイクロ・ライブラリー」	
・かわだ尾花屋まちライブラリー（福井・鯖江市）（佐々木春信）	
・まちライブラリー＠龍馬館IN京田辺 （京都・京田辺市）（西川幸子、有地淑羽）	
	
かわだ尾花屋まちライブラリー	
「洋装店」だった築100年の建物を地域のためにも店として再会していと考えて
いたところまちライブラリーと出会い、パブリックなイメージがあったのでスター
ト。「お金をかけない、いまあるものを生かす、成り行きに任せる」をモットーに
自力で改装。音楽ライブなどを開催したところ80人もの人が来館、「無駄に広
い」と考えていた家が「たくさんの人が入れるスペース」と認識が激変した。そ
の後も地域の保育園や婦人会のイベント、などさまざまなイベントが開催され
ている。2年実施してきて、今後も維持する目途がたってきたので築200年を目
指したい。	
 	
まちライブラリー＠龍馬館IN京田辺	
京田辺市にある元は本屋と喫茶店が入っていた「龍馬館」という交流施設にあ
り、開設のきっかけはメンバーの西川さんがまちライブラリーのことを定例会で
話したところ主宰の有地さんが短期間で開館まで持って行かれた。	
開館してからは毎週月曜日をあけており、当初は地域の方にチラシを配っても
あまり来てもらえなかったが、大学生が関わりながら、イベントを重ねるうちに
利用されるようになった。植本祭では、ファシグラというイベントの内容をグラ
フィックで記録しておりそれを終了後も展示している。クーラーがないので夏場
は休館している。	
 	
意見交換（ファシリテーター：領家）	
両方を事前に視察に行かれたファシリテーターの領家さんから、二箇所とも
「手作り」という「大学生が関わっている」というキーワードがあるということで、
手作りで作っていくなかでのエピソードや、大学生の関わり方について紹介さ
れた。また参加者からの質問で、利用者ターゲットをどう捉えているかという質
問もあった。	

	
４時間目「温泉を活用したマイクロ・ライブラリー」　　　	
・銭湯ふろまちライブラリー （東京都内）　（高橋正和）	
・佐賀・古湯温泉／泊まれる図書館「暁」（佐賀市内）（白石 隆義）	
	
銭湯ふろまちライブラリー	
バスクリンという会社に勤めており、銭湯文化を守りたいと思い、会社の公認
部活として「バスクリン銭湯部」を立ち上げた。家庭にお風呂があり、スーパー
銭湯などもあるなか、銭湯のよさは何かと考えたときに、まちでみんなで触れ
合いながら人とのつなががりが築かれていくことだと思い、それを引き出す方
法としてヒントになったのがまちライブラリーだった。今では、本も200冊程度あ
つまり、親子がお風呂あがりに読み聞かせをしている場にもなっている。	
 	
佐賀・古湯温泉／泊まれる図書館「暁」	
スローツーリズムを目指している。温泉×読書で、ゆっくり身体と心を癒せる場
所にしたい。「泊まれる」としたのは雑談からそういうのがないのであったらおも
しろいのでは？と盛り上がったから。宿も、飲食も図書館もやったことがなくノ
ウハウがないので、温泉と食事は外で楽しんでもらうことに、予算不足や、本
の重さ対策に、本棚をテーブルにしてしまうなど工夫を重ねて今のスタイルに。
本棚は、様々な人にセレクトしてもらって本棚ごとにプロフィールやその本を大
事に思っている理由などもつけている。	
	



当日の様子	
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５時間目「本が活きる空間があるマイクロ・ライブラリー」	
・本庫HonCo（秋田市内）（天雲成津子）	
・人文系私設図書館Lucha	Libro（奈良・東吉野村）（青木真平、青木海青子）	
	
	
本庫Honco	
図書館の司書として勤務してきているなかで、図書館の役割や意義を常に考
えていた。知の世界が集まっている中で、そこを再構成していくという活動、
ゆっくりその中で自分なりのペースで積み上げていく。そんな施設・空間である
と考えている。目的はそれぞれ違うけれど、本に囲まれた空間という中で身を
置くということ、それこそ大切なことなんだと感じている。資金や運営コストのこ
とを考えなかなか進み出せなかったが東日本大震災があり、何が出来るのか
を考え、会員制でスタート。会費意外に労力や人脈を提供しながらみんなで
作っていっている。	
 	
人文系施設図書館Lucha	Libro	
大学の非常勤講師と図書館司書の夫婦が、東吉野村に移住した際に、自宅を
図書館として開館。人文学が軽んじられている時勢を感じ、人文知の意味を問
い直したいと思い開館。月、日、火曜に冬期以外は開館している。合計2,000冊
程度。また、「土着人類学研究会」も立ち上げ、個人が持っているこだわりや、
社会の問題などを、皆で共有し引き受けるという場として実践中です。	
 	
意見交換（ファシリテーター乾）	
両館ともに、硬いがおもしろいマイクロ・ライブラリーだと感じる。本の持ってい
る知の力を形にしたいという印象を受けるが、どのように考えているかという質
問。本庫さんは「知の力」というイベントを定期開催し、空間の中で響きあうこと
を楽しむという趣旨で実施。Lucha	Libroさんは、都市部では、読書という行為も
非常にもろい基盤の上で成り立っていると3.11をきっかけに感じて、知に足を
つけていきたいと考えていると話された。	
 	
６時間目「暮らしと学びをたすけるマイクロ・ライブラリー」	
・まちライブラリー高岡多読（富山・高岡市）（中村順子）	
・梟文庫 （京都市内）　（西尾美里、西尾新）	
	
まちライブラリー高岡多読	
高岡市で、英語の多読活動を実施している。多読は、翻訳をせずに外国語の
ままで理解する活動。ボランティアで講座をしていたときに、マイクロ・ライブラ
リーのことを知り、講座で紹介していた本を棚に設置もできるようになった。運
営のアイディアを教えてもらいたい。	
 	
梟文庫	
京都の上賀茂に図書館を開館。テーマは生活とケア。生活について考え、そ
れをより豊かにしていくための学びとなるような本を中心に置いている。少し
偏ってしまうところもあるので、会員の方から寄贈していただく本棚を設けたり、
フェアと言う形でテーマを決めたコーナーなども作っている。また工作や、植、
自然科学などさまざまなテーマのワークショップも開催して、体験を通じた学び
合いを実施している。やってみたいことを小さく始めることができる実験室のよ
うな場所になれたらと思っている。	
 	
意見交換（ファシリテーター礒井）	
高岡多読の方の悩みに対して、港北あちコチまちライブラリーの木下さんが返
答。また、「官」と連携したいのか、「公」を実施していきたいのかを明確にする
と道が見えるかもしれないというアドバイスもあった。	
梟文庫さんは精神科の看護をされており、地域の中での居場所となれる場所
が必要というところから図書館を始められた。同じ立場の参加者の方から、広
報について質問があり、あえてターゲットをさだめず知り合いづての口コミを中
心にしているという返答があった。	
	



７時間目「医療・福祉に寄り添うマイクロ・ライブラリー」	
・まちライブラリー＠ほのぼの文庫（兵庫・西宮市）（小川登久、清水三季）	
・まちライブラリー@ふくやま病院（兵庫・明石市）（譜久山剛）	
	
ほのぼの文庫	
西宮市社会福祉協議会が運営する「ふれぼの」という建物の２Fフリースペースにあり、高

齢の方や、障がいのある方、ボランティアや学生さんなど多様な人が関わられている。生活
介護事業も実施しており、その１つがほのぼの文庫。利用者の本を使って何かがしたいと

いう思いから始まった。本棚を設置するだけではあまり動きはなかったが、まちライブラリー
の取り組みをしり、テーマを決めて本棚をつくり、そのテーマについて語るイベントを実施す

るという形で継続できている。テーマは、吉本新喜劇や、野球、福山雅治などみなさんが興
味をもっていること。	

	
ふくやま病院	
病院の建て替えをした際に、少しはなれた地域へ映ることになり、また地域との関係性を１

から作りなおさないといけなくなった。事前に地域の人に相談してまわり、津波が起こったと

きの避難所の需要が高かったことから、病院の上層階に100人きても大丈夫なコミュニティ
ホールを開設。またコミュニティホールを日頃から認知してもらうために、１Fの壁に本棚を

設置している。病院ではあるが、「また来てね」という言える関係性を目指している。	
 	

質疑応答（ファシリテーター礒井）	
ほのぼの文庫では、利用する子どもが清水さんに対して遠慮なく質問したりするが、そうい
う交流は変に気を使うよりかはずっと清水さんもストレスが少なく、通常ケアを受ける側の

清水さんが中心になることで、良い動きができている。	
また本の貸出については、ほのぼの文庫では対応時間をきめているが、時間外での希望

が多く、出来る範囲で対応している。ふくやま病院では、手続きはできないので勝手に借り

てかえって、また自分で返すという放任スタイル。本が増えていることもあるとのこと。	
 	

	
スペシャルセッション	
「中心市街地の活性化を担ったマイクロ・ライブラリー	
〜まちライブラリー＠千歳タウンプラザの挑戦〜」（小澤徹、久重薫乃）	
	
セントラルリーシングシステム株式会社	
千歳タウンプラザは、昔はアーケードもあり非常に盛んな中心街のシンボルだったが、郊外

スーパーにでる人が多く、テナントが抜けている状態が続いていた。その場所の再活性化
としてまちライブラリーを実施している。まちライブラリーは１Fに設置し、２Fは子どもが遊べ

るスペースやパークゴルフなど室内でも3世代が楽しめる場所として実施。	

以前は年間2万人くらいだったが今ではひと月2万人の利用者がある。	
 	

まちライブラリー＠千歳タウンプラザ	
まちライブラリーは人と人と、本と人とのつながりを大事にするが、千歳の場合も開館前に4
回サポーター会議を開催し、意見交換を重ねてスタートした。自由に時間が過ごせるという

ことで学生の利用がとても多いのが特徴。また、アンケートボードを設置し、やってみたこと
を募集したり、サポーター会議も定期的に開催しつつ、関わる人を増やし、意見を取り入れ

それぞれが主体的に関わる雰囲気が生まれている。イベントもさまざまな企画が持ち込ま
れている。実際館内に手作りのアイテムも多い。さまざまな世代の人が気軽に集える場所、

活動の場として地域に根ざしていきたい。	

	
ディスカッション	
	

5回目になってもこれだけの特色のあるライブラリーがあつまることが面白い（磯）。公募
だった割には、カテゴリが絶妙で、鯖江と京田辺も一見関係なさそうに見えても見事に共通

項が見えてきて、それは地域に置ける課題などとも通じると感じた（領家）。公共図書館は

常に提供する機能、関係しか持っていないが、マイクロ・ライブラリーでは、思いのある人達
があつまって自分たちで共生空間をつくるということがとても心強いと感じている（乾）。とい

う感想がそれぞれのファシリテーターからあった。	
また、まちライブラリーは何かを始めたいけどやり方がわからない人のための踏み出し安い

OSなのではという意見や、各地のコミュニティとコミュニティをわたりあるく面白さや、公共図

書館とマイクロ・ライブラリーのなどについても話が拡がった。	

		
マイクロ・ライブラリーアワード授与式	
大阪府立大学　石井実（大阪府立大学理事・副学長）	

まちライブラリーブックフェスタ2017	in	関西 実行委員会 橋爪紳也	
（実行委員長／大阪府立大学大学院教授・同大学観光産業戦略研究所所長 ）	

	
ポスターセッション交流会	
	

当日の様子	
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当日の様子	

▲ランチタイムに、大阪府立大学地域連携室による、
まちライブラリー＠大阪府立大学見学ツアーを実施	

▲まちライブラリー＠三鷹中央通り
小林さん	

▲港北あちコチまちライブラリー	
木下さん	

▲まちライブラリー＠水上家	
郷さん	

▲初恋書房高嶋さん、市波さん	▲アソートボックス　高木さん	

▲ランチタイム	

31	



当日の様子	

▲かわだ尾花屋まちライブラリー	
　ポスターの様子	

▲まちライブラリー＠龍馬館IN京田辺	
　ポスターの様子	

▲銭湯ふろまちライブラリー　高橋さんと、	
佐賀・古湯温泉／泊まれる図書館「暁」白石さん	

▲本庫HonCo　天雲さん	

▲人文系私設図書館Lucha	Libroの	
青木真兵さん、海青子さん	

▲まちライブラリー＠高岡多読の	
ポスターの様子	
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当日の様子	

▲梟文庫の西尾さんご一家	 ▲まちライブラリー＠ほのぼの文庫の小川さん、	
まちライブラリー＠ふくやま病院の譜久山さん	

▲まちライブラリー＠千歳タウンプラザの久重さん	

▲アワード表彰式の様子	 ▲アワード表彰式の様子	
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アンケート結果＿サミットの感想	

アンケート配布枚数：165枚	
回収枚数：49枚	
回収率：30％	

70%	

26%	

4%	 0%	0%	
サミットの感想	

大変面白かった	

面白かった	

普通	

あまり面白くなかった	

面白くなかった	

・１６館全てにストーリーがある、やっておられる人たちの顔が明るい	
・多様なマイクロ・ライブラリーがテンポよく登場され、お話をきけたの

で。	
・表彰は代表だけでいいのでは？	
・みなさんのいろいろな話を聞くことができて楽しかった	

・10:30-18:00の間で、バラエティにとんだ濃いお話をきけたので	
・本を媒介にしたつながり、コミュニティ創出の実例をたくさん見ること

ができ、とても大きな可能性を感じました	
・本が人と人をつないでいる実例がいっぱいあって感動しました	

・大切にすべきことアイディア、小さい工夫、大きな方向性、これから
まちライブラリーを運営するにあたっていろいろ参考になりました	

・色んなマイクロライブラリーにも人にも出会えた	

・ライブラリー初心者としては、定形にはまらない、自由な考え方で
様々な運営がされていることを知ることができたので。	

・様々な全国の事例が知れた	

・いろいろな視点から話を聞くことができたから	
・拡がりを見せつつある一方、休憩時間が少なく、交流会以外の交流

が難しい	
・様々なライブラリーさんの苦労面を知ることができてよかったです。	

・いつもよりゆるかった、初参加者が意外に多かった、参加者との接

点が薄くなっている	
・バックボーンの異なる人々がライブラリーに興味を持って取り組む人

がまだまだいると思うと楽しかった	
・さまざまな取り組みに感動しました。	

・全国の様々な取り組みを知ることができたから	

・全国の活動されている内容がきけて面白かった。	
・多様な話が聞けて面白かった	

・去年参加しましたがよりバラエティに富んだライブラリーが登場して
いるなーと感じました。今日は高1の娘もつれてきてよかったです。	

・すごく良かったです。とりあえずやってみようというポジティブな思い

が何かを巻き込み良い方向へ変わっていく。仕事でなやんでいたの
ですごくプラスになりました。	

・本の力を改めて感じられた。様々な活動が各地で行われていること
を知れて嬉しかった	

・「面からではなくて一点突破で」「それが線でつながって面になる」と

いうのがすごくなるほどと思いました。	
・初めてサミットにキテ、今まであまりイメージできていなかった”まちラ

イブラリー”がわかったし、こんな感じかなとおもっていた以上のおもし
ろい企画などがあったから	

	

・公立や専門、学校図書館とは違ったいろいろな取り組みが興味深
かったです	

・時間が経つのが早くてびっくりです。皆が明るくてとても楽しかった	
・こんなに情熱をもった人たちがいることに感動しました。本というのは

読むものである以上に、人と人を結びつけていく、人々を幸せにしてい

くものであるということを姿をもっていることを知り、本というのはこんな
にもすばらしいものだと改めて認識した。	

・色んなやり方で様々な切り口でできるんだとワクワクしてきました	
・視点がいろいろで大変面白かったです	

・本を通してその人が見えてきて楽しかったです	
・参考になった。もっと負の部分、解決法も聞きたかった。肩の力が抜

けているところがいいです。	
・全国の様々なな取り組みを知ることができた。失敗談や苦労したこと
や悩みを共有していただき、本当に勉強になった	

・個性的なライブラリーの話をきけてよかったが、持ち時間が少なく、

じっくり中身がわからないライブラリーもあったので、数をしぼってじっく
り聞くほうが良いと思った。	

・どのバリエーションもとてもおもしろいと思いました。ありがとうござい
ました。特化した図書館の機能が人をひきつけるようですね。	

・本庫HonCoさんの自分の持っているものを地域に還元するという意

見には同感です。実家も古民家で近くに大学あるし、なにかできない
かな。近くの商店街にも本は置いていますが、何をしているのかよくわ

からないのが残念です。	
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アンケート結果＿サミットを知った理由、特に印象に残ったライブラリー　	

6%	

31%	

0%	
8%	

10%	
6%	

2%	

12%	

25%	

サミットを知った理由	

参加ライブラリーの人からの案内	

Facebok	

TwiOer	

インターネットで検索して	

友人・知人から聞いて	

チラシを見て	

大阪府立大学からの案内	

まちライブラリーブックフェスタ2017in関西 パンフレット	

その他	
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0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	

・港北あちコチまちライブラリー	

・まちライブラリー＠三鷹中央通り	

・まちライブラリー＠水上家	

・アソートボックス	

・初恋書房〜本で遊ぶ企画部〜	
・かわだ尾花屋まちライブラリー	

・まちライブラリー＠龍馬館IN京田辺	

・銭湯ふろまちライブラリー	

・佐賀・古湯温泉／泊まれる図書館「暁」	

・本庫HonCo	
・人文系私設図書館Lucha	Libro	

・まちライブラリー高岡多読	

・梟文庫	

・まちライブラリー＠ほのぼの文庫	

・まちライブラリー@ふくやま病院	

・まちライブラリー＠千歳タウンプラザ	

特に印象に残ったライブラリー	
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アンケート結果＿各館の感想	

・港北あちコチまちライブラリー 	

今後もいろんなライブラリーが増えるとよいです。 	

・まちライブラリー＠三鷹中央通り 	
とても楽しかったです。応援したいます、陰ながら、、、 	
赤裸々に実情をさらけ出しておられたので、熱いパッショ
ン！頑張ってください。	
	すごくストレートなお悩みが伝わってきて、ライブラリー運営
について考えさせられました。	
経費面に関しては積極的に開示されてもよいと思います。
今後の発展をお祈りしています。 	
人気のない場所、暗い場所があんなに人の集まる楽しいに
ぎやかな空間になるんだ！と希望がもてた。運営上の課題、
どんな風に解決していけるのか私も知りたいです。	
	お話がたのしかったです。がんばって〜		
すごい情熱と地元愛。がんばってほしい。	
一番パワーがあった人でした。 	
困っていることを発表してくださったので	
	「もやっと」参考とはげましになりました 	

・まちライブラリー＠水上家 	
クローズの仕方は、それまで取り組んでいた方々の想いを
考えると、難しい課題と考えさせられました。 	

・アソートボックス	
ラジオに本棚をおく、という発送が面白い。私もオススメ本を
寄贈できないたちなので。 	
レトロな雰囲気がとても素敵だと思いました。 	
マイクロライブラリーで本を集めることのマイナス面がよくわ
かった。本なしのライブラリーに期待しています。 	

・初恋書房〜本で遊ぶ企画部〜	
私もカバーを必ず脱がします 	
今の若者が行くような感じですごく楽しそうだと思いました 
まずは身近な人たちから関係性を楽しんでみれそう 	
本そのものを楽しむという も大切なことを大切にされてい
る印象。イベント参加してみたいです。	
	デザイナーという個性的な視点から、皆が密かにやってい
ることを皆で楽しむというゆるい感じを体験したいなと思った。
出張イベントやってほしいです！	
本棚を持たない「本」へのアプローチの切り口が面白い 	
本で遊ぶ発想は今までなかったです 	
企画だけでも本をたのしめるということがわかりました 	
本のカバーを脱がす企画もおもしろいと思いましたし、ロゴ
もかわいいし、ブックカバーのデザインも素敵でした。 	

・かわだ尾花屋まちライブラリー	
「成り行き」でとおっしゃっていたのが印象的で、あれこれ考
えすぎて動けずにいるよりとりあえず初めて見て、成り行き
で動かしてくのが大事だなと思いました。 	
家開きから交流づくりをしてみたい、縁側を使いたい 	
大きな一歩のふみだしと幸福そうな佐々木さん 	
成り行きに任せて、と言われながら、どんどんいい方向に展
開していって広がっていく印象をうけた。今後一番楽しみな
まちライブラリー。ぜひ行きたいとおもっています。 	

・まちライブラリー＠龍馬館IN京田辺	

特に子どもをターゲットにしているため勉強になりました。 	

・銭湯ふろまちライブラリー	

「育児に銭湯を！」を提案したいと思っているので参考にな
りました。 	
企業の立場から参戦、発展が面白いです！ 	

・佐賀・古湯温泉／泊まれる図書館「暁」	

ガチだと思った 	
今後の課題というか方向性（いろんな図書館）が面白い 
やっぱり行ってみたい古湯温泉 	
泊まってみたい！	
まちおこしとつながるとすばらしい ぜひ泊まりにいきたい。
泊まれなくても古湯温泉に行って日中に訪れたい。 	
雑誌を見てとても興味をもっています。今回サラッとながし
たはりましたが、ゆかいのない地での図書館開設には色々
な苦労があったと思うし、まず人脈がないとできないことだ
と思うが、地元の人も含めてどのように巻き込んでいったの
かを知りたかったから。 	
風呂との組み合わせが楽しそうに思えました。食事と風呂
を外に任せたというのも面白いです。 	
自分が欲しいものをつくる、というところに共感しました	
短所を逆手に取るの発想がとても楽しくでもとても重要なこ
とだと思い、そういう考え方を身につけたいと思いました。 	

・本庫HonCo	
他にない活動でであり、しっかりした形態でされていらっ
しゃるので興味深かったです。 	

・人文系私設図書館Lucha	Libro	

行ってみたい！と思いました 	
自分のやりたいが突出していてよかった 	
図書館のない山の中に、人文系のものをつくったというの
がとてもおもしろいと思いました。村の人の利用も興味深
いです。 	
東吉野村という過疎地で継続していけるかの方法 	
東吉野村という過疎地で継続していけるかの方法 	
いやされそう、いってみたい	
大木金太郎がなつかしかった。仕事をしない館長のもと
ご夫婦でやりたいことを楽しそうにされている感じがよ
かった 	
山の中のんびりしてみたい 	

・まちライブラリー高岡多読 ・梟文庫	

まじめなところが富山県民らしいなぁと思いました。（私も
富山県民なので） 	
自分も多読を実践し、職場でもイベントをしています。共
にがんばりましょう！ 	

・まちライブラリー＠ほのぼの文庫 	

利用者の意見を中心に 	

・まちライブラリー@千歳タウンプラザ	

まちライブラリー併設のこのような施設の今後の他の場
所での展開 中心市街地活性化などに興味があるので 	
すのこを重ねたような子どもイスいいです！ 	
まちライブラリーの入る前の姿をしっているので、今日の
プレゼンを聞かせてもらって次に見に行くのが楽しみです。 	
デベロッパー故の成果か。市民活動発表の場としての
ニーズがあったのか？武蔵野プレイスに近いのかも、民
間の挑戦が面白かった。 地域の人が主体となる工夫が
徹底されていて勉強になった 	
地元の人が自発的に参加するライブラリー、こんなライブ
ラリーは理想的です。	
本があることにより人の集える場所があらたにできた成
功例だと思う。 	

・まちライブラリー@ふくやま病院	
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アンケート結果＿参加者の属性	

29%	

44%	

27%	

性別	

男性	

女性	

回答なし	

4%	

6%	

20%	

23%	

37%	

2%	0%	0%	
8%	

年代	

１０代以下	

20代	

30代	

40代	

50代	

60代	

70代	

10%	

47%	17%	

4%	 22%	

イベントの参加について	

よく参加する	

時たま参加する	

あまり参加しない	

ほとんど参加しない	

回答なし	

75%	

0%	
11%	

3%	
11%	

読書について	

よく読む	

時たま読む	

あまり読まない	

ほとんど読まない	

回答なし	

44%	

22%	

7%	0%	

27%	

地域への関心について	

とても関心がある	

少し関心がある	

あまり関心がない	

ほとんど関心がない	

回答なし	

12%	

35%	

17%	

18%	

18%	

人とのつながりについて	

多くの人とつながっている	

ある程度つながっている	

あまりつながりはない	

あまりつながりはない	

回答なし	
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