
「八尾図書館開館40周年記念ブックカバー」プレゼント	
	2017年4月30日（日）　10：00～	
場所　八尾図書館1階カウンター＆八尾図書館2階特集展示コーナー	
　　　　　	

　まちライブラリーの期間中である4月30日、八尾図書館新築移転
3周年と八尾図書館開館40周年を記念して、八尾のかつての一大
産業である河内木綿の柄をあしらった、特製ブックカバーの配布
を行いました。	
 	
　本を借りていただいた方を対象に、当日限定で配布しました。実
際に河内木綿を染めるのに使われた型紙から作成した、「大牡丹
唐草」文様のブックカバーはたいへん好評で、朝から多くの来館
者の方で賑わいました（ちなみに、八尾図書館入り口にも同じ文
様の暖簾がかかっています）。	
 	
　あわせて、2階特集コーナーでは「河内木綿〜文様・藍染の美と
手しごと復興」と題した関連書籍の展示と、河内木綿文様のパネ
ルの展示も行いました。多くの方が本を手に取ってくださり、借り
て帰られました。	
	
	

レポーター：村並　秀昭	

主催者：八尾市立八尾図書館 	

イベントレポート	

参加者：600人	

えほん交換会	
2017年4月29	日、30日、5月5日、6日　11：00－16：00	
場所　茨木市立中央図書館　	

中央図書館の１階にある、吹き抜けの開放感あるロビーで開催。
『えほん交換会ってなに？』と多くの方が興味を持って来場してく
ださいました。絵本に貼ってあるメッセージを見ながら、熱心に絵
本を選んでいただきました。	

レポーター：浜田　直子	
	

主催者：茨木市立中央図書館　	

イベントレポート	

参加者：87人	

図	
公	
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よちよちひろば	
2017年5月5日（金祝）	10:30-11:00		
場所　豊中市立野畑図書館 	

祝日ということもあり、普段はあまり参できないおとうさんの姿も。
ゆったり広々とわらべうたやからだあそびを楽しむことができまし
た。	

ぱっちりおはよう	
サンドイッチサンドイッチ	

ひよこさん	
のーびたのびた（紙芝居）	

レポーター：豊中市立野畑図書館 	

主催者：豊中市立野畑図書館 	

イベントレポート	

参加者：大人4人　子ども3人	

ブックリスト	

おはなしひろば 	
2017年5月3日（水祝）	15:30-16:00		
場所　豊中市立野畑図書館 	

この日は天気もよく、季節の本を中心に、小さい子から常連さ
んまで楽しめました。	
手遊びは知っている子も多くてみんなで、一緒にできました。	

レポーター：豊中市立野畑図書館 	

主催者：豊中市立野畑図書館 	

イベントレポート	

参加者：大人3人　こども4人	

図	
公	

ツバメのたび	
せんたくかあちゃん	

ワニぼうのこいのぼり	
きょだいなきょだいな	

ブックリスト	

図	
公	

【英語と絵本】　ホンノワ的 St.Patrick	Dayを楽しもう！ 	
2017年5月6日　10：00〜13：00	
場所　ホンノワまちライブラリー	

絵本を切り口に英語と外国文化を楽しむイベント。	
当日は、J:COMさんの取材も入り、親子で、お友達と、とたくさん
の方に参加していただきました！ 
歌や手遊びで、英語の音に親しんだら、みんなも良く知ってる「は
らぺこアオムシ」を英語で読み、韓国のゲストに韓国語でも読み
語りしていただきました。同じ絵本で、ことばのリズムや響きの違
いを楽しみ、音の面白さに笑ったり、絵本を通して〈場〉が創られて
いく、楽しさをみんなで共有しました。 後は、みんなで緑の帽子
やマントをつけて近くの神社まで行進〜。子ども達はもちろん、変
身するって大人も結構、楽しい！ 
持ち寄りパーティーでは、初対面の人同士が、手料理を食べなが
ら、本の話などで、交流を深めました。	

レポーター：高島直子	

主催者：ホンノワまちライブラリー	

イベントレポート	

参加者：24人	

ま	

はらぺこあおむし　（エリック・カール）	
St.PATRIC’S	DAY	(GAIL	GIBBONS)	
HAPPY	ST.PATRICK’S	DAY,	Curious	George	
(Cynthia	Plak)	

ブックリスト	
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大きな、おおきな絵本をたのしもう！	
2017年5月7	日　11：00－12：00	
場所　茨木市立水尾図書館　	

水尾図書館児童室内の「おはなし室」で開催。普通サイズの絵本
にはない大型絵本での読み聞かせを職員が行いました。「ぴょー
ん」では子どもたちも飛び上がってくれたり、「しっぽのはたらき」で
はクイズをいれたりして、保護者の方も楽しんでいただけたので
はないかと思います。	

レポーター：中濱　真塩	

主催者：茨木市立水尾図書館　	

イベントレポート	

参加者：22人	

スペシャルおはなし会「としょかんこども縁日」で遊ぼう！	
2017年5月6日　13：30〜15：30	
場所　八尾市立山本図書館（3階学習室）	

　春の読書週間行事、今年は拡大版のおはなし会に加えて、「と
しょかん こどもえんにち」を開催しました！	
　おはなし会→縁日ゲーム→おはなし会の三部構成で、会場を出
入り自由にしたので、たくさんの人に楽しんでいただけました。	
　おはなし会では、楽しい絵本の朗読にみんなワクワク、おおきな
かぶのエプロンシアターには大声援。	
	
　縁日では、「さかなつり」「まとあて」「輪なげ」「おこのみやき」の４
つのゲームに挑戦してもらいました。	
「えんどうまめイラスト栞」などちょっとした景品も用意して、小さな
赤ちゃんから小学生まで、たくさんのお友だちと、お父さんお母さ
んや保護者の皆さまも一緒に、ワイワイ楽しく盛り上がりました。	

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	

参加者：82人	

図	
公	

図	
公	

・ぴょーん（まつおか　たつひで）	
・しっぽのはたらき（川田　健）	
・だるまさんの（かがくい　ひろし）	
・でんしゃにのって（とよた　かずひこ）	
・バムとケロのもりのこや（島田　ゆか）	
・ドライブにいこう（間瀬　なおたか）	
・はらぺこあおむし（エリック・カール）	
	

ブックリスト	

おはなし会で読んだ本	
	
・ぎょうざつくったの　（きむら　よしお）	
・ばけばけばけばけばけたくん　（岩田　明子）	
・ねこどんなかお　（村上　しいこ）	
・よかったねネッドくん　（レミー・チャーリップ）	
・す～べりだい　（鈴木　のりたけ）	
・パンダ銭湯　（tupera	tupera)	
・みつけてん　（ジョン・クラッセン） 	
	
・エプロンシアター「おおきなかぶ」　　　ほか	
	
	

ブックリスト	
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みのおキューズモール巣箱図書館のえほん交換会	
2017年	5月	9日　14：00〜16：00	
場所　まちライブラリー＠みのおキューズモール　	

　あいにくの雨だったが、ちびっこ広場で遊んでいた小さな子ども
さんとその親御さんを中心に、子ども6人、大人8人くらいきていた
だいた。絵本交換はできなかったが、「みなみのしまのサンタク
ロース」などの絵本の読み聞かせや、紹介し、本を通した交流を
楽しんだ。「みなみのしまのサンタクロース」と「ルルとララのカス
タード・プリン」の2冊の本の貸出があった。	
　ときどき来て、本棚を見守っているという年配の男性も本の寄贈
にこられた。男性は絵本の本を中心に寄贈されたが、子どもたち
が絵本の本より、その中に含まれていた大人向けの大阪城の本
の写真をみて、「ここ、いったことある！」といって盛り上がってい
た。	

・ぐりとぐらのいちねんかん（中川李枝子）	
・もりのかくれんぼう（末吉暁子）	
・もりのゆうびんきょく（舟崎克彦）	
・もりのおもちゃやさん（舟崎克彦）	
・もりのとけいやさん（舟崎克彦）	
・くだもの（平山和子）	
・なぞなぞえほん1のまき（中川李枝子）	
・おばけのバーバパパ（アネット・チゾン）	
・熊ちゃん（今江祥智）	
・カソウスキの行方（津村記久子）	
・ビタミンF（重松清）	
・君の名は（新海誠）	
・ルルとララのカスタード・プリン（あんびるやすこ）	
・みなみのしまのサンタクロース（斉藤洋）	

レポーター：：並河真次	

主催者：まちライブラリー	

イベントレポート	

参加者：14人	

ブックリスト	

図書館で、聴いて　読むＪＡＺＺ	
2017年5	月	7日　12：00〜17：00	
場所　豊中市立高川図書館　ぶらりあんと特集棚　	

今年のJAZZ誕生100周年に合わせて、豊中市立図書館所蔵の約3000枚
のレコードの中から、ジャズのレコードを約50枚ほどピックアップし、資料

約70冊と共に展示しました。高川図書館には、ぶらりあんというステレオが
設置され音響に工夫した部屋があり、そこでプレイヤーからレコードの音

色も楽しんでいただきました。開始2時間ほどは間接照明でライトを落とし、

ムードを出そうと試みましたが、暗さで本が見えにくかったため通常の蛍
光灯に戻しました。来場者からは、「図書館にレコードがあるのを知らな

かった」、「このアルバムいいですね」などの嬉しいお声を聞く事ができまし
た。まちライブラリーに参加する事で、図書館資料のPRにもつながりました。	

レポーター：末吉利香	

主催者：豊中市立高川図書館	

イベントレポート	

参加者：18人	

図	
公	

・いまなら1000円で買えるJAZZ100年の大名盤500（行方 均／監修）	
・マイルス・デイビス自叙伝（マイルス・デイビス）	
・ノルウェイの森　上・下（村上 春樹）	
・スウィングしなけりゃ意味がない（佐藤 亜紀）	
・いつも夢中になったり飽きてしまったり（植草 甚一）	
・路上のジャズ（中上 健次）	
・ジャズ・ヴォーカル感傷旅行（北村 公一）	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AND　MORE！	
	
レコード↓	
・ジャズ・ヴォーカル大全集（ペギー・リーほか）	
・ワルツ・フォー・デビィ“	ライヴ!（ビル・エヴァンス）	
・至上の愛（ジョン・コルトレーン）	
・ナイス ショット!（渡辺 貞夫）	
・スイング・セッション・ライヴ・アット・ジャンク（北村 英治）	
・ニューポート’７７（秋吉敏子）	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AND　MORE！	

ブックリスト	
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まちライブラリーお茶会	
2017年5月12日（金）15:00-16:00	
場所　まちライブラリー＠OIC	

学生二人は飛び入り参加だったため、本は持っていなかったが、
近興味のあることや、昔読んで面白かった本などの話をし、若

い参加者に常連の方も喜んでいた様子でした。	
また常連参加の吉野さんが数ヶ月かけて読んでいた「次郎物語」
をようやく読み終えたとのことで、自作の年表なども持参して説明。
熱弁を振るわれていた。みなさん、その調べように関心されてい
た。	

思い出の童謡唱歌２００	
斎藤一人しあわせを招くねこ	

くらしHAPPYノート 
Indesignをフルに使う　Girls　MagazineDTP	

興味のある分野→行動心理学	

近読んで面白かった本は歴史関係の本	
次郎物語　上・中・下　　　　　	

あなたのなかのDNA	
再発！それでもわたしは山に登る	

まいにち植物　	

レポーター：奥井希	

主催者：まちライブラリー＠OIC　事務局	

イベントレポート	

参加者：8人	

ブックリスト	

“ものづくり企業が集う大人の読書会”in	ＭＯＢＩＯ 	
2017年5月9日　18：30〜20：00	
場所　クリエイション・コア東大阪　北館３階　309号室　	

　中小企業診断士の肩書を持つ方や図書館職員、企業の代表等、当日
は色々な背景を持つ方が集まり、自由闊達な議論が行われました。	
　様々な発言があった中で、私が一番印象に残ったものとしては、改革や
何かを変えようとするときに、 も問題になる点、抵抗となる点は「人のこ

ころ」であるという趣旨の発言があったことです。	
　こころが変わらない限り、人は変化に対し、抵抗し、他の所為にして変化
を拒む。こころを変えることが も難しいということです。	
　私自身振り返ってみると、何らかの所為にして物事を先送りする、できな
いと言うことがありますが、よくよく考えると、それは自分のこころの所為だ

と深く考えさせられました。	
　これからは、「できない」と思っても、それが本当にできないのか、自分の

こころがそう思っているだけなのではないか、自分自身に問わなければい

けないと考えさせられた会でした。	

レポーター：平　真一郎	

主催者：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 	

イベントレポート	

参加者：15人	

ま	

「全一冊 小説 上杉鷹山」　集英社文庫	

ブックリスト	

ま	
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ふれあう　えほんひろば	
2017年5月13日　11：00〜11：30　　15:30〜16:00	
場所　茨木市立中条図書館　１階おはなし室　	

　当日は朝方はあいにくの雨でしたが、２回を通して０歳から小学
生までのお子さんたちや、保護者の方々が参加してくださいまし
た。	
　図書館の職員が、絵本を読んで紹介。わらべうたや、しかけ絵
本、大型絵本なども織り交ぜ、ときに参加者の皆さんとやりとりし
たり、お話しながら、いっしょに絵本を楽しみました。	
　また、参加者のみなさんに、あじさいの花のカードに感想や、お
もしろかった本のタイトルを書いてもらい、壁面のアジサイ飾りに
貼って、展示しました。	
　えほんひろばで、絵本の世界をともに楽しんだ一日でした。	

・あがりめ　さがりめ（つちだのぶこ）	
・おはようサラダ（わたなべあや）	
・いちにちのりもの（ふくべあきひろ）	
・ぐやん　よやん（長谷川摂子）	
・ゆうたはともだち（きたやまようこ）	
・ぼちぼちいこか（マイク･セイラー）	
・トコトコトコちゃん（真木文絵）	
・つんっ！（新井洋行）	
・わらべうたであそびましょ！（さいとうしのぶ）	
・あっちゃんあがつくたべものあいうえお！　（さいとうしのぶ）	

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	

参加者：33人	

ブックリスト	

おはなしたんけんたい	
2017年4月29	日、30日、5月5日、6日　11：00－16：00	
場所　東豊中図書館　集会室　	

　地域の子どもたち、大人も一緒におはなしの世界に探検にきてほしいと
いう願いを込めて始められたこのおはなしたんけんたいは毎月第２、第４

土曜日の午前１１時から開催されています。	
　当日は朝から強い雨が降るという悪天候で、来館者も通常の土曜日に

比べて出足が控えめ、という状況でしたが、おはなし好きな子どもたちが

家族でやってきてくれました。おはなしたんけんたいは、小学生と未就学
児でおはなし場所が分かれています。	
未就学児のおはなしではちいさな絵本と大型絵本を取り混ぜて読みまし
た。そして小学生向けには、絵本を４冊、おはなしと科学絵本を読みました。	
小学生の部屋ではおはなしのろうそくをつけていますが、おはなしの終わ
りに４人の子どもたちがろうそくを囲みました。そっと吹き消しておはなし会

は終わりました。参加者全員にしおりをプレゼント。	
　次回以降もみなさんの参加をお待ちしています。	

レポーター：中田千絵	
	

主催者東豊中図書館　	

イベントレポート	

参加者：おとな５ 人　子ども７人	

図	
公	

おはなしたんけんたいで読まれた本	
未就学児向け	
　・おしゃれなおたまじゃくし	
　・よんでみよう	
　・あれれれれ	
　・かんからかん	
　・あけてごらん	
	
小学生向け	
　・からかさにざえもん	
　・かみになっちゃったパパ	
　・にわのキアゲハ	
　・シルヴィーどうぶつえんへいく	
	

ブックリスト	

図	
公	

・かくれんぼのぷ（まつあきのり）	
・かたづけやさーい（わたなべあや）	
・うしはどこでももー（ｴﾚﾝ･ｽﾗﾝｽｷｰ･ﾜｲﾝｽﾃｨｰﾝ）	
・どうぶつしんちょうそくてい（聞かせ屋。けいたろう）	
・ぽかぽかふとんおやこ（ユダイラヒロミ）	
・どうぶつドドド（矢野アケミ）	
・パンダ銭湯（tupera	tupera）	
・ぺんぎんたいそう（齋藤槙）	
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古民家ライブラリーをつくろう！　～大阪・河内の歴史と自然を学ぶ～	
2017年5	月13日　13：30〜16：00	
場所　美杜里乃屋（みどりのや）ライブラリー	

	
　国登録有形文化財川中家住宅は、大和川付け替えに尽力された、中甚

兵衛ゆかりの地です。都会の中にあって広大な屋敷林に覆われ、大阪府
の「みどり百選」にも選定されています。この川中家に「美杜里乃屋ライブ

ラリー」ができました！	
　川中さんによるこの地のゆかりや屋敷林のお話のあと、紙芝居で河内
の歴史を学びました。河内の海を泳いでいたマッコウクジラのマッコウ君

のお話と、幻の稲田桃ものがたりです。	
　その後、川中さんの案内で屋敷林の散策を楽しみました。 様々な植物

の説明を聞きながら、新緑を楽しみました。	
　 後に参加者２グループに分かれ、大阪・河内の歴史、自然、暮らしに

まつわるお薦めの本を紹介しあいました。皆さんにご寄贈いただいた本で、

素敵な「美杜里乃屋ライブラリー」ができました。	
　	
　	

・江戸幕府諸藩人名総監　	
・ふるさと60年	
・森と遊ぶ	
・アホバカ分布考	
・どんくさいおかんがキレるみたいな	
・河内文化のおもちゃ箱	
・生駒山	
・はたけすごい	
・還暦シェアハウス	
・しらかわのみんか	
・森の声	
・善根寺のあゆみ	
・ひがし大阪もの知りカルタ	
・まちおこし東大阪	
・暗越奈良街道を歩いた旅人たち	
・上方芸能	
・他	
	
	

レポーター：笠原啓史	

主催者：今米緑地保全会、住みよいまち＆絆研究所、おおさかKOMO（共催） 	

イベントレポート	

参加者：30人	

ブックリスト	

おはなしかい　ぴよぴよ・よちよち・とことこ	
2017年5	月	3・10・17・24日	

場所　豊中市立岡町図書館　	

豊中市立岡町図書館では毎週水曜日に、それぞれの年齢に合わせて楽
しめるおはなし会を実施しています。絵本の読み聞かせやわらべうた、手

あそびをして楽しんでいます。保護者の方たちの交流の場ともなっていま
す。	
	
＊ある日のぴよぴよ（対象：０歳児とその保護者）	
・『きゅっきゅっきゅっ』では、お母さんに手やおなかをさすってもらって、赤

ちゃんは心地よさそう。	
＊ある日のよちよち（対象：１歳児とその保護者）	
・大型絵本は興味深々。お母さんと一緒にリズムをとったり、出てきた動物
を言ってみたり。手遊びも一生懸命していました。	
＊ある日のとことこ（対象：２歳くらいから）	
・『おおきなかぶ』では、みんなで一緒に声を出してかぶをひっぱりました。
「いっぽんばしこちょこちょ」でこちょこちょしてもらって、大喜びしていました。	
	

レポーター：田中悠紀	

主催者：豊中市立岡町図書館　	

イベントレポート	

参加者：190人（累計）	

図	
公	

ま	

【ぴよぴよ】	
『ととけっこうよがあけた』（こばやしえみこ／著）	
『きゅっきゅっきゅっ』（林明子／さく）	
『かんかんかん』（のむらさやか／文）　など	
【よちよち】	
『たまごのあかちゃん』（かんざわとしこ／ぶん）	
『わにわにのおふろ』（小風さち／ぶん）	
『なーんだなんだ』（カズコ G.ストーン／さく）など	
【とことこ】	
『もうおきるかな』（まつのまさこ／ぶん）	
『おおきなかぶ』（内田 莉莎子／再話）	
『いろいろおせわになりました』　　　　　　　　　　（やぎゅうげんいちろう

／さく）など	
	
	

ブックリスト	
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野畑図書館の書庫に入れるＤＡＹ	
2017年5	月	14日　11：00〜15：00	
場所　豊中市立野畑図書館　　地下１階書庫　	

当館の書庫は豊中市立図書館の共同書庫となっており、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自由にお入りい
ただくことはできないのですが、	
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、定着しており年4回ほど開催してい
ます。	
この日は日曜日ということで、ご夫婦でおみえになるなど平日とは
違った様子もみられました。	

当日利用者のみなさまが書庫でみつけられた	
心に残る１冊です。	
	
・「猛き箱舟」　上下巻　船戸与一	
・「侍女の物語」　マーガレット・アトウッド	
・「武蔵野・牛肉と馬鈴薯」　国木田独歩	
・「藤堂高虎」　横山高治	
	
	
　	

レポーター：豊中市立野畑図書館	

主催者：豊中市立野畑図書館	

イベントレポート	

参加者：31人	

ブックリスト	

まちライブラリー＠すまいる「植本祭」	
2017年 ５月１４ 日　10：00〜16：00	
場所：みどりのつどい　西原公園（堺市南区桃山台1丁）　	

レポーター：：加藤　撮影：三井　	
	

主催者：まちライブラリー＠すまいる 	

イベントレポート	

図	
公	

ま	

毎年、泉北ニュータウンで開催される「みどりのつどい」ですが、今年は
「泉北ニュータウンまちびらき50周年事業」としてより大きな盛り上がりを見

せました。	
当ブースでも巣箱を作り、のぼりや旗、書道額など飾り付けにも工夫をこ

らしました。	
ブルーシートに絵本を並べたことで親子が休憩がてら座って絵本を読んで
くれました。	
また展示する本は「話題本」を選んで来客と話がはずむようにしました。	
午後1時からは「あなたにとって居心地のいい場所とは？」をテーマに植本

祭をおこないました。	
「みどりのつどい」には知り合いの団体や個人が多く参加されていたので

偶然立ち寄って頂けた方もあり、昨年より多くの来客がありました。	

イベントレポート	

参加者：20人	

ブックリスト	
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絵本でつながる	
2017年5月17日　15:00-16:30	
場所　まちライブラリー＠OIC	

エリックカールや、レオ・レオニの本をテーマに、初参加の方も交
えなごやかにお話されていた。	
初参加の方は、自身の絵本を持ってくるなどされており、盛り上
がっている様子であった。	

レポーター：奥井希	

主催者：小林かずえ	

イベントレポート	

参加者：5人	

庄内図書館の館長と話そう	
2017年5	月	16日　11：00〜12：00	
場所　豊中市立庄内図書館　協働事業スペース　	

　当日はしょうないＲＥＫの活動日でもあり、図書館のリサイクル
本販売とカフェが同時開催されている中、「館長と話そう」がスター
ト。まずは豊中の図書館のがんばっているところ、ミッションにつ
いて、写真などを見ていただきながらご説明。	
　本の紹介として、今回は図書館と本という関わりだけではなく、

近注目されている書店や関連する本、そこで購入した本を紹介、
その後しょうないＲＥＫのボランティアスタッフさんが入れてくださっ
たコーヒーをいただきながらのフリートーク。	
　みなさん、庄内図書館を含めて豊中の図書館をご利用くださっ
ている方ばかりでしたが、「いつもこんなふうに図書館を使ってい
るよ」「こういう本は大事だから、修理して、大事に保存してほし
い」「どんなふうに図書館の本を選んでいるの？」といった質問や
ご意見もたくさんいただき、あっという間の１時間でした。	

レポーター：須藤　有美	
	

主催者：豊中市立庄内図書館	

イベントレポート	

参加者：6人	

図	
公	

ま	

・わたしがカフェをはじめた日。（ホホホ座）	
・図書館のめざすもの　新版（竹内さとる）	
・ガケ書房の頃（山下賢二）	
・ハーレムの闘う本屋　ルイス・ミショーの生涯（ヴォーンダ・ミショー・

ネルソン）	
・チャイの旅（神原博之）	
	
	
（情報誌）	
スルッとＫＡＮＳＡＩ　おでかけ情報誌　Ａｓｏｂｏｎ！（アソボン）2016年１・
２月号“いまどき、書店がおもしろい”　　　　　　　　　　　	

ブックリスト	
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書庫見学ツアー	
2017年5月18日（木） 	10：30-11：30	
場所　熊取図書館	

　毎月実施している書庫見学ですが、今月は平日に実施でした。	
　平日にも開催してほしいとの利用者からの要望にお応えしての
実施でしたが、まちライブラリー参加者には参加しづらかったかも
しれません。	

レポーター：熊取図書館	

主催者：熊取図書館	

イベントレポート	

参加者：4人	

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～	

2017年3月31日（金）～5月24日（水）	

場所　熊取図書館	

まちライブラリーの期間に合わせて開催しました。1階の子どもの本のコー
ナーと2階のホール前の通路の2カ所に展示しました。来館した子どもたち

は展示を見たり触ったりと、普段馴染のない国の文化に触れる機会となり
ました。	

　小学生以下を対象としたワークショップでは、カラフルな布を体に巻き、

布でしおりをつくったりボタンを作ったりして楽しんでいました。	
　中学生以上を対象とした講演会では、青年海外協力隊としてチュニジア

とガーナで活動された推進員による体験談を語っていただき、アフリカの
広さや地域による違いなどを知ることができました。	

　アフリカンドラムの演奏会では、日本に在住のセネガル出身のアフリカン
ドラム演奏者＋グループによる演奏を楽しみました。アフリカンドラムの軽

快な音と不思議なリズムを体験し、 後にはみんなで踊る楽しい体験とな

りました。	

レポーター：熊取図書館	

主催者：熊取図書館　	

イベントレポート	

図	
公	

図	
公	

ワークショップ「アフリカの布であそぼう！」　	
2017年平成29年4月29日（日	

場所　熊取図書館	

参加者：92人	

講演会「聞いてみよう！アフリカ滞在記」＆アフリカンドラムの演奏会	
2017年平成29年4月29日（日	

場所　熊取図書館	

参加者：講演会41人、	
　　　　　 演奏会約100人	

講師：JICA関西国際協力推進員	
カラフルなアフリカの布を使ったしおり作りや民族衣装体験	

青年海外協力隊の体験談とアフリカンドラムの演奏	
講師：JICA関西国際協力推進員	
演奏：Meissa	Boye（メイサ　ボーイ）、Anyuma-Tosume（アユマトスメ）	
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植本祭 第４弾　まちライブラリー@大阪府立中央図書館	
2017年5	月20	日　13:30〜17：00	
場所　大阪府立中央図書館　	

２種類のワークショップを開催！	
　当日は、お天気に恵まれ、超快晴。　下は２歳から上は５０代？まで、幅

広くご参加いただきました。	
今回お呼びしたカタリストは、２名。デルソル家具店の名嘉眞正（なかまた
だし）さん、本のアトリエAMUの中尾あむさんです。事業担当は仲で、３人

の“なか”が揃いました。名嘉眞さんには、１年ぶりの再登板をお願いし、
いっぱいになったまちライラリーの本棚の増設です。外に飛び出し、図書

館前広場で、ギコギコ、トントン作りました。製本作家あむさんのグループ

は、いま話題の御朱印帳づくりです。図書館内のカフェでお好きな飲み物
を飲みながら、１時間半ほどで完成しました。	
　 後は、植本。「お気に入りの絵本」「アート・手仕事にまつわる本」を
持って、記念撮影。この日、	
エントランスでは、つきたての御餅の販売や、ミニ	
コンサートも行われ、にぎやかな１日となりました。	
主催：まちライブラリー大阪府立中央図書館　運営委員会	

共催：大阪府立中央図書館　指定管理者　長谷工・大阪共立・TRCグループ	

・ぐりとぐら　（なかがわりえこ　おおむらゆりこ） 		
・たねがとぶ（甲斐信枝さく　森田竜義監修）	

・てんごく～かみさまのやくそく～	
　　　　　　　　（アン・グラハム・ロトさく）	
・かくれんぼ　ももんちゃん　（とよたかずひこ） 		
・まほうのじどうはんばいき	
　　　　　　　　（やまだともこ作　いとうみき絵）	

・絵本でほどいてゆく不思議　（松井るり子）		
・ジャスミン　（作絵ロジャーデュボアザン）	
	
・御朱印図鑑　（佛教大学教授　八木透監修）	

・おしいれのぼうけん	
　　　　　　　　　（ふるたたるひ　たばたせいいち）	
・触発　からだ化粧　（小林照子　　詩：麻子）	

・路地恋花　全４巻　（麻生みこと）	

・いいから　いいから③（長谷川義史）	
・どうする　どうする　あなのなか	
　　　　　　　　　             （きむらゆういち・高畠純）	
・色彩の教科書　　  　（芳原信）	

・ルリユールおじさん　（いせひでこ）	

	
		

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：：		27人（本棚8組（18人）御朱印9名	

ブックリスト	

まちライブラリーお茶会	
2017年5月18日（金）15:00-16:00	
場所　まちライブラリー＠OIC	

参加者はいつものメンバーに加え、田中さんが初（？）参加。	
和やかに話をして時間ちょうどに終了。	
野菊の墓、赤毛のアン、カラフルが共通して恋愛や女性に関する
小説ということもあり、強い女性像や、今の物語の基盤となる女性
作家についてなど、時代背景などを交えて話して盛り上がった。	
	

野菊の墓（寄贈）	
シズペリーパイで学ぼう（紹介）	

赤毛のアン（紹介）	
カラフル（寄贈）	

レポーター：中村清美	

主催者：まちライブラリー＠OIC　事務局	

イベントレポート	

参加者：8人	

ブックリスト	

ま	

ま	
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えほん交換会	
2017年5月21日　10：00－15：00	
場所　茨木市立穂積図書館　	

穂積図書館３Ｆエレベーター前ホールで開催しました。来館してく
れた子どもたちが、絵本のメッセージを見ながら、楽しそうに絵本
を選ぶ姿が印象的でした。小さな子どもたちも、自分で交換する
ために出す本を選び、メッセージを書いている姿もありました。	

レポーター：樋口　聡美	

主催者：茨木市立穂積図書館　	

イベントレポート	

参加者：43人	

読書会「読む＋」　マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィン』を読んで語ろう	

2017年5月20日(土）14:10-15:40	
場所　まちライブラリー＠OIC	

話の内容だけでなく、時代背景や、マーク・トウェインの人となりま
で踏み込んだ内容だったもよう。少し前までアメリカに住まわれて
いた会員の方が息子さんと一緒に参加された。	

レポーター：奥井希	

主催者：金憲子、大平幸	

イベントレポート	

参加者：7人	

図	
公	

ま	
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移動図書館ともしび号in　「いばらき×立命館DAY」	
2017年5月21	日　10:00～16:30	
場所　立命館大学大阪いばらきキャンパス	

　よく晴れた日曜日、立命館大学主催のイベントに参加させてい
ただきました。	
　ピンクと緑の色で染まった移動図書館「ともしび号」に、子どもた
ちを始め、たくさんの人たちが興味を引かれた様子で、立ち寄って
くださいました。	
　図書館の利用カードを作られたことがない方にもカードをお作り
し、図書館の本を借りてもらえました。	
　本を読むきっかけになればよいと思い、ボランティアとともに子ど
も向けに「図書館クイズ」を行い、正解した人に職員が作ったカラ
フルなしおりを３色から１枚、プレゼントしました。	
　このイベントをきっかけにして、より多くの人が図書館を利用し、
本を好きになってくれればなと思います。	

レポーター：井谷　太亮	

主催者：茨木市立中央図書館 	

イベントレポート	

参加者：364人	

ま	
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大人の図書館ツアー	
2017年	5月21	日（日）　14：00〜15：00	
場所：龍華図書館	

　大人向けの図書館ツアーを行いました。	
参加者からは「新しく購入する本は何人で決めているのか」「棚に
書いてある『0　総記』とは何なのか」など多くの質問を受けました。	
　館内を案内しながら、その都度質問に答えたことで、図書館に
ついて日頃から興味を持って下さっている方の知識欲を満たすイ
ベントになりました。	
　また、今までも図書館から情報発信をしてはいましたが、知って
いると思っていたことも、利用者の方に伝わりきっていないものが
まだたくさんあるとわかりました。	

レポーター：中川　優衣	

主催者：龍華図書館	
	

イベントレポート	

参加者：7人	

ブックリスト	

日本茶新世界！(いれ方編)	
2017年	5月	21日　13：30〜14：30	
場所　まちライブラリー＠OIC	

まちライブラリー恒例の本紹介のやり方を紹介してから、かぶせ
茶の栽培方法を解説しました。	
暑い日だったので、氷をたっぷり入れた水出し茶を飲んでもらって、
同じお茶で低めのお湯で入れたお茶も飲んでもらいました。	
色も香りも味も、いれ方でこんなに変わるということを感じてもらえ
たんじゃないかと思います。	
後半になると、参加者さん同士が打ち解けてきて、茨木は茶道が
盛んだとか、万博公園で茶摘みをしたことがあるだとかいった話
題で大盛り上がりでした！	

レポーター：秋保強(カタリスト)	
主催者：秋保強	

イベントレポート	

参加者：8人	

図	
公	

ま	

・信州おばあちゃんのおいしいお茶うけ:	漬け物から干し菓子まで、信
州全土の保存食110品(大平 一枝)	

ブックリスト	
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本で見る大阪国際空港のこれまで・これから	
2017年4月	16日（日）～5月14日（日）　開館時間内	

場所　豊中市立蛍池図書館　　	

空港が近い蛍池図書館の窓からはよく飛行機の姿が見えます。今回はそんな馴染
みのある「大阪国際空港」の歴史や地域の魅力、また豊中市の「空港を活かしたまち
づくり」を本でたどる展示を行いました。	
図書館入り口外と館内展示コーナーにて、パネル、パンフレットとともに、大人向けの
本から子ども向けの本まで関連資料を展示しました。パンフレットは、わかりやすく大

阪国際空港の魅力がちりばめられており、大人気でした。子どもに人気の乗り物とい
う事もあり、本をきっかけに話している親子も多く、資料も子ども向けを中心にたくさ
んお借りいただけました。ファミリーで来られた方が展示を見て語らっておられたり、

空港のお近くにお住まいという方からお声をかけていただくこともありました。まちラ
イブラリーに参加する事で、地域の魅力を図書館資料を通じて、より身近に感じてい

ただけたと思います。	

【子ども向け】	
・『飛行機の歴史』　山本 忠敬著、福音館書店	
・『空港大図鑑　図解でよくわかる空の交通』　PHP研究所編、PHP研究所	
・『自動車・船・飛行機　ポプラディア大図鑑　WONDA	13』	
　自動車技術会監修、ﾎﾟﾌﾟﾗ社	
・『飛行機のしくみ　どうして飛ぶの? 新の機体のヒミツ　	
　子供の科学★サイエンスブックス』白鳥 敬著、誠文堂新光社	
・『世界がおどろいた!のりものテクノロジー　[2]　航空機の進化』	
　トム・ジャクソン文、ほるぷ出版　	
【大人向け】	
・『空港と歩んだ70年　大阪国際空港開港	
　　　　　　　　　　70周年記念　解説資料 第57号』	
　　　　　伊丹市立博物館編集、伊丹市立博物館	
・『大阪国際空港 勝部遺跡』	
勝部遺跡発掘調査団編集、豊中市教育委員会	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など	

レポーター：本田　佐知子	

主催者：豊中市立蛍池図書館	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

ブックリスト	

図	
公	

2017年5月26日（金） 	15:00-16:00	
場所　まちライブラリー＠OIC	

ボランティア、電子書籍、電子通貨、暮らしなど日本の未来に関す
ることを多岐にわたって話した。	

	
図書館と電子書籍	

ファンティック	
ディープランニング	

佐賀のがばいばあちゃん	

風立ちぬ	
ボランティア	

PHP入門編、DTP講座の2冊寄贈	

レポーター：中村清美	

主催者：まちライブラリー＠OIC　事務局	

イベントレポート	

参加者：8人	

ブックリスト	

ま	
まちライブラリーお茶会	
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みんなでつくろう！おすすめ本の木	
2017年4月29日～5月28日　開館時間内	
場所　茨木市立庄栄図書館　２階児童室カウン
ター前　	

葉っぱの形の用紙に、図書館利用者のおすすめの本と、おすす
めコメントを記入してもらい、「おすすめ本の木」に貼っていきまし
た。また、すすめていただいた本の現物をカウンターに設置し、貸
出できるようにしました。	
児童室で開催ということで、子どもさんたちがイラストなどもまじえ
ながら、おすすめの本を紹介してくれました。	
「おすすめ本の木」に貼られたコメントをじっくり眺めたり、特集
コーナーに設置した他の方のおすすめ本を手にとって借りていく
姿もみられました。	
	

レポーター：広沢　由美子	

主催者：茨木市立庄栄図書館	

イベントレポート	

参加者：24人	

ブックリスト	

みんなでつくろう！おすすめ本の木　2017	
2017年4月29	日～5月28日	

場所　茨木市立中央図書館	

　中央図書館ご利用のみなさまがおすすめする本を葉っぱ型の
カードに記入していいただきました。葉っぱは全部で３５枚になり、
木に貼り付けて「おすすめ本の木」を完成させました。	
おすすめされた本を「本の木」の横に展示したところ、多くのみなさ
まがおすすめの文章を読み、興味を持ってその本を借りていかれ
ました。	

レポーター：西川　ゆかり	

主催者：茨木市立中央図書館　	

イベントレポート	

参加者：35人	

図	
公	

ま	

ブックリスト	
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働くあなたに役立つ講座＝ビジネスゼミナール展 	
2017年4月29日（土）-5月25日（木） 	
場所　豊中市立千里図書館	

８回開催されたビジネスゼミナールの様子と関連資料の展示を行
いました。	
　ビジネスに関する講座での情報発信、資料での情報提供を展示
で振り返る事で、	
図書館でのビジネスサービスの一端を紹介できました。	

レポーター：豊中市立千里図書館	

主催者：豊中市立千里図書館	

イベントレポート	

参加者：24人く	

今東光　なるほど！　クイズラリー	
2017年4月29日～5月28日	
場所　　今東光資料館展示室　＆八尾図書館2階今東光コーナー	

　まちライブラリーの期間中、八尾ゆかりの作家「今東光」の凄い
ところを知ってもらうべく、「なるほどクイズラリー」を開催しました。	
	
　８問中７問は資料館の中にヒントを、１問は八尾図書館内「今東
光コーナー」の中にヒントを設け、館内をくまなく回ってもらいまし
た。	
	
　多くのかたに今東光の華麗な交友関係や八尾をヒントにした作
品の多さを知ってもらい、「へぇ～」と皆さん驚くことしきり。	
　「実際に作品を読んでみたい」というお声をたくさんいただきまし
た。	
	
　今回のためにご用意したオリジナル記念品（絵ハガキ・栞）もた
いへん好評でした。	
	
　	

レポーター：岡本　俊樹	

主催者：今東光資料館	

イベントレポート	

参加者：138人	

図	
公	

博	

・今東光「悪太郎」「お吟さま」「闘鶏」「弓削道鏡」	
	

ブックリスト	
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本のお楽しみ袋	
2017年4月29日　10：30～11：30	
場所　八尾市立八尾図書館	

　子どもの読書週間行事として、楽しみながら本への興味につな
げるため「本のお楽しみ袋」を用意しました。　	
	
　年齢（0-1才、2-3才、幼児、小学校低学年、高学年、中学生）、
テーマ別に本を2冊セットにして、袋に入れて貸出しました。借りて
くれた人には、お手製の「えだまめ（八尾市特産）」モチーフの栞を
プレゼントしました。	
	
　特に幼児と小学生がよく借出され、小学生の分は早くになくなり
ました。中身は開けてのお楽しみだったので、何が入っているか
ワクワクした表情で皆借りていってくれました。	
　	

別表参照	

レポーター：奥浦　絵理子	

主催者：八尾図書館	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

ブックリスト	

こんなんあるで～。☆ＹＡ！ＢＯＯＫＳ通信☆ 	
2017年5月3日（水）～5月5日（金）	

場所　　豊中市立千里図書館 	
　　　　　	

　ＹＡ世代に向けた情報誌、☆ＹＡ！ＢＯＯＫＳ通信☆を展示しまし
た。	
　その時々のＹＡ世代ボランティアの感性が光る通信を一度に並
べたことにより、	
利用者の方によく手に取っていただけました。	

レポーター：豊中市立千里図書館	
	

主催者：豊中市立千里図書館	

イベントレポート	

図	
公	

図	
公	
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世界五大陸＆日本縦断ミステリー紀行	
2017年4月28日（金）～5月28日（日）	

場所　八尾図書館２階	
	
　　　　　	

　読書で旅気分を演出し、近場の図書館で楽しんでもらおうと、世
界各地を舞台にしたミステリー小説を集めた特集コーナーを設け
ました。	
	
　特集に用意したのは全部で191冊。それらの本を、世界は五大
陸、日本は八地方区分に分類し、本の背にラベルを付けました。
また、各見出しの元に本を並べることで、幅広い地域の本を手に
取りやすいように工夫しました。	
	
　常に半分以上は貸出になるほど人気があり、たいへん好評でし
た。	
　	
　同じ建物内で今東光資料館とあわせて、２つスタンプを押せる
ので喜ぶ方もいらっしゃいました。	
	

レポーター：山口　みどり	

主催者：八尾市立八尾図書館	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

	
	図	

公	



本DE世界一周の旅～いろんな国の本の世界を楽しもう～	
	2017年4月29日（土）～5月12日（金）	
場所　八尾図書館1階カウンター　＆	
　　　　１階児童特集コーナー	
	
　　　　　	

　ゴールデンウイークもはさみ、子どもたちに本で世界一周をして
いるかのような気分を味わってもらおうと、スタンプラリーカードも
パスポート風にし、遊びながら、世界にはいろんな国があるんだと
いうことを本を通して感じて貰えればと企画しました。	
	
　１階児童特集コーナーにて、世界各国の本を地域（アメリカ・アフ
リカ・ヨーロッパ・アジア・ロシア・オセアニア・南極）ごとに展示。	
　１つの地域の本を１階カウンターで貸出すれば、スタプラリー
カードに１個スタンプを押し、５個（５地域）以上集めた人には、国
旗のデザインのしおり（裏にはその国の豆知識のようなものを記
入）を先着３０名にプレゼントしました。	
	
　大人の方も興味を持って下さり、「今まで知らなかった本に出会
えて嬉しい」と、普段は貸出が少ない本も予約いただいたりしまし
た。	
　	

レポーター：長峯　美帆	

主催者：八尾市立八尾図書館	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

ブックリスト	

本の帯まつり	
2017年	5月3日～5月28日	

場所　河内長野市立図書館　	

「本の帯まつり」と題して次の３つのイベントを行いました。	
①「帯で本を選んでみよう」	
　本を紙で覆い、帯だけを貼り付けて展示。帯をたよりに本を選んでみよう
というものです。	
　いつもは表紙を見せて本を置いているコーナーに１００冊を展示。７９冊

の貸出がありました。実のところ、表紙を見せるより借りられる冊数は少な
かったのですが、「面白いね」と言うお声もいただきました。	
②「帯みくじ」	
　帯をくるくる巻いておみくじのように引いてもらい、	
引いた本を借りてもらうというものです。	
　６７冊中５５冊の貸出がありました。すべて大人向けだったので子ども向

けがないのを残念がる声や、リピーターもありました。	
③「虹の帯」	
　帯を七色に分けて虹にしてみました。何色の右から何番目の本がどの

本なのかわかるようにブックリストを用意しました。	

レポーター：浅井　育子	

主催者：河内長野市立図書館　	

イベントレポート	

参加者：134人	

図	
公	

図	
公	

①帯で本を選んでみよう	
・「怪談狩り　四季異聞録」	
　中山市朗／著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ	
・「帰蝶」諸田　玲子／著　ＰＨＰ研究所	
・「お好み焼き一枚一会」	
　小山田　浩子／選　オタフクソース	
　ほか計７９冊貸出	

ブックリスト	

②帯みくじ	
・「悲しみが言葉をつむぐとき」	
　若松　英輔／著　岩波書店	
・「名前も呼べない」	
　伊藤朱里／著　筑摩書房	
　ほか５５冊貸出	
③虹の帯	
・「明日の色」新野剛志／著　	
		講談社	
・「随想春夏秋冬」宮城谷昌光／	
		著　新潮社	
　ほか９６冊展示	
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移動美術資料室が西宮にやってくる！ 	
5月6日（土）	14:00-17:00		
場所まちライブラリー＠西宮アートサンク 　	

ご近所西宮神社の元権宮司であり、美術家でもあった吉井貞俊さ
んをテーマにした	
森下明彦氏による第５回目の｢移動美術資料室が西宮にやってく
る！」。	
ご子息で西宮神社の禰宜であられる吉井良英さんが境内の茶屋
にご用意くださった数々の貴重な絵図や小さな小さな豆本の巻物
に眼福を授かり、	
その後は、吉井さんの阪神沿線絵図を片手に実際に描かれてい
た場所を巡り、当時の足跡を探しながらまち歩き。	
 会場に戻って吉井さんが実際に描く様子を取材した当時のＶＴＲ
を見たり、森下氏の蔵書コレクションから吉井さんに関連する本な
ども並べて、	
その業績をふりかえりました。	

レポーター：NPO法人 西宮アートサンク	

主催者：まちライブラリー＠西宮アートサンク 	

イベントレポート	

参加者：7人	

★スタジモにしのみやでワークショップ★『豆本を作ろう！！』	
2017年5月6日　13：30〜15：45	
場所：スタジモにしのみや	

ゴールデンウィーク中だったので、親子からご夫婦、子どもから大
人まで、いろいろな方がお越しくださいました♪	
みなさん始めての挑戦で悪戦苦闘しつつ、わいわいと作業してい
るうちに、素敵な作品ができあがっていました。	
アレンジ自在なので、表紙の布や見返しの色、紙の厚みを変えて
作るだけでもガラッと印象が変わります。	
その辺りを踏まえて、アルバムや、お子さんの作品集など、オリジ
ナルの豆本を作ってほしいです♪	

レポーター：湯川、武江	

主催者：スタジモにしのみや	

イベントレポート	

参加者：9人	

ま	

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

	
【絵本作家さんと遊ぼう！】ということで、山本孝さん＆青山友美さ
んご夫婦をお招きして普段は、なかなかできないことを体験するイ
ベントとなりました。	
前半部は、絵本作家さんによる、ご自身の作品の読みきかせ。	
作品世界を描き出した人だからこその臨場感や作品の雰囲気が
そのまま伝わってくる、読みきかせを楽しみました。	
「絵本ができるまで」を貴重な資料を間近で拝見させていただくこ
ともできました。	
	
後半部は、お２人が制作した、まちの背景を舞台に木のブロック
に色を塗ったり貼り合わせたりしながら、乗りもの・たてもの・橋
等々、まちのアイテム作り。	
まちつくり・ものつくり遊びを、子どもと一緒に大人も楽しみました。	
	

レポーター：まちライブラリー＠高倉台団地301 	
主催者：まちライブラリー＠高倉台団地301 	

イベントレポート	

参加者：大人９名、子ども９名	

あまがさきキューズモール巣箱図書館のえほん交換会 	
2017年5月9日　14：00〜160：00	
場所　まちライブラリー＠あまがさきキューズモール	

雨上がりの曇り空の中、JR尼崎駅北口とデッキで直結しているあ
まがさきキューズモール2Fの緑遊広場、巣箱図書館の前でえほ
ん交換会を開催しました。ウッドデッキのテーブルとイス、パラソ
ルが配置された屋外テラスで気持ちよさは 高の環境です。	
ブックフェスタのパンフレットをみて来られた初参加の方もいらっ
しゃり、14時から16時までの2時間を人が入れ替わりながら楽しむ
ことができました。交換された絵本は4冊でしたが、普段見守ってく
ださる方が立ち寄られたり、通りがかりにこれなんだろうと気に
なっていたという方が立ち止まってお話しされたり。	
小さなお子さんをお連れのお母さんから、遠くに行けないのでここ
でもっとイベントが盛んになってくれたらとご意見をいただけたの
が印象的でした。巣箱の本がかなり減ってきているので、見守っ
てくださる皆さんでまた少しずつ増やしていきましょうね。	
	

レポーター：池田繁治	

主催者：まちライブラリー	

イベントレポート	

参加者：4人	

ま	

ま	

・おにぎりくん	
・グリーンマントのピーマンマン	

・ママとおさんぽ	
・ゆかいなゆうびんやさんのクリスマス	

・しずかで にぎやかな ほん	

・ミッフィーのどうぶつえん	
・しょうぼうじどうしゃじぷた	
	

ブックリスト	

山本孝さん著作品一覧	
hkp://www.ehonnavi.net/author.asp?n=3786	
読みきかせは・・・『にんじゃ つばめ丸 はつにんむの巻』	
青山友美さん著作品一覧	

hkp://www.ehonnavi.net/ehon01.asp?sel=1&K=%90%C2%8ER%97F
%94%FC	
読みきかせは・・・『にいちゃんのなみだスイッチ』	

ブックリスト	

99	



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

連休明けという事もあってから、いつもより	
少ない感じになってしまいました。	

レポーター：ダイハン書房本店 	

主催者：ダイハン書房本店 	

イベントレポート	

参加者：１０人	

いたみ文芸ことそうし	
2017年5月13日　14：00〜15：30	
場所　伊丹市立図書館ことば蔵　	

　今回も参加者が持ってきた文章を、人数分をコピーをして配り、
そしてそれぞれが読み上げ、感想や意見を言い合いました。 
　初参加が２名いましたが、長文を持ってきた方の作品は内容が
わかりやすくて読みやすく、詩を持ってきた方の作品は、エッセイ
風だねと他の参加者から意見が出ていました。私が書いた作品
は笑いが出ていました。 
　その後、この会がマンネリ化しているので新しい企画を提案して、
「ことば蔵交流フロア運営会議」で「いたみ文芸ことそうし」主催の
文章講座を提案することになりました。 
　 近は安定した人数が参加してくれるので、今後も活動を続け
ていきたいです。 
	

レポーター：細尾哲也	

主催者：伊丹市立図書館ことば蔵　	

イベントレポート	

参加者：7人	

ブックリスト	

紹介した本：	
『そらははだかんぼ』	
『えんふねにのって』	
『こんなとききみならどうする？』	
『つばめこうくう』	
『トンネルをぬけると』	

ブックリスト	

書	
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図	
公	



おすすめ本の交換会　カエボン部	
2017年5月	17日　18：30〜19：30	
場所伊丹市立図書館ことば蔵　	

　テーマに沿った本を持ち寄り、皆さんで紹介しあった後、おすす
めコメントを書いた帯を巻いて「カエボン棚」に並べます。次にどん
な人が手に取ってくれるかとても楽しみ！ 
　ブックフェスタ in	KANSAI	でのテーマは「心に残る絵本」。参加者
のみなさんそれぞれが、小さい頃に読んで印象的だった絵本や、
子どもさんが大好きで毎晩せがまれて読み聞かせをした絵本など
を持ち寄ってくださいました！ 
　お話の面白さもさることながら、子どもが興味を持つのは、ちょっ
と怖かったり、絵がグロテスクだったり面白いアイデアがちりばめ
られた絵本ですよね！とても楽しい会になりました。 
 
カエボン部はこれからも毎月第三水曜日の夕方	
１８時３０分から。みなさんのお越しをお待ちしています！	

レポーター：三皷由希子	

主催者：伊丹市立図書館ことば	

イベントレポート	

参加者：3人	

「チーム西宮まちライブラリー」交流会＆まちあるき	
2017年25月 4日13：30〜15：30(交流会)　16：00〜17:30(まちあるき)	

まちライブラリー＠西宮アートサンク　他　	

　「まちライブラリー、自分たちでやっていいの？」	
これが、共通する”不安”でした。	

　カフェ、美容室、本屋、地域協生館。コミュニティスペースも公営、民営、
マンションの管理組合と自治会、と多種多様な西宮のまちライブラリー。	

　それらが一堂に介した交流会が行われました。	

　冒頭に、礒井純充さんから「まちライブラリーについて」の簡単な解説。
続いて、各ライブラリーの発表となりました。	

　各オーナーからは「開設しても大丈夫？」という	
”不安”があったものの、今はそれぞれの個性に合わせたイベント等の活

動が出来つつあるとの声に、参加者から「故人の蔵書を活用したいのです
が･･･」との質問。　それに対し、「本を中心としたコミュニティ作りは大歓

迎」と礒井さんが回答されました。	

　この後、会場に不参加だった3つのまちライブラリーへ、まちあるきも兼
ねて移動。道中のガイドでは、西宮の意外な歴史に驚きの声も聞かれまし

た。　	

レポーター：古本卓嗣	

主催者：チーム西宮まちライブラリー 	

イベントレポート	

参加者数：     約20人（行程合計）	

ま	

ブックリスト	

ブックリスト	

「まちライブラリーのつくり方」　礒井純充	
「まちライブ　01-創刊号-」	
「坂本ですが？」　佐野菜見　他	
	

図	
公	
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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～	
2017年5月20日　14：00〜15：30	
場所伊丹市立図書館ことば蔵　	

　まず、当講座のコンセプトは	
・ことばと表現の面白さ、新発見・再発見	
・学術研究レベルの内容を的確明解に解説	
でありまして、この視点から『細雪』とその英訳版を言語学的に比
較対照しました。	
　日本語独特の表現だと思われる「白羽の矢を立てる」や「怪訝そ
うに」の英語表現、英文の情報構造と語順の関係等、普段なら気
がつかないようなポイントを面白おかしく説明しました。	
　また、配布資料には、「生涯学習サポート」として「一文一会」や
「温故知新深用例がたり」、２種類の「辞書日和」を毎月付録に添
付しております。	

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	

参加者：49人	

0～2歳児とその保護者向けおはなし会	
2017年5月19日　11：00〜11：30	
場所　西宮市立中央図書館　	

寝返りがやっとの０歳児が大多数でした。	
おはなし会終了後もママ交流会がしばらく続きました。	

レポーター：中尾麻美	

主催者：西宮市立中央図書館　	

イベントレポート	

参加者数：     39人	

ブックリスト	

ブックリスト	

「だいすきほっとけーき」　かんのゆきこ　岩崎書店	
「ぼーるがころころ」岸田衿子他　ひかりのくに	
「はくしゅぱちぱち」村上康成他　ひかりのくに	
「つんつんつん」あさだとま他　フレーベル館	
「たかいたかい」磯みゆき他　ポプラ社	
「エプロンシアター」中谷真弓　フレーベル館	

図	
公	

図	
公	

小学生向けおはなし会	
2017年5月21日　14：00〜14：30	
場所　西宮市立中央図書館　	

にぎやかな会となりました。	
どの「おはなし」も楽しそうに聞いてくれ、とくに「おいしそうなしろくま」では、

たべものに「これ好き！」と反応していました。	

レポーター：中尾麻美	

主催者：西宮市立中央図書館　	

イベントレポート	

参加者数：     10人	

ブックリスト	

「ないしょのおともだち」　ビバリー・ドノフリオ他	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほるぷ出版	
「パンダともだちたいそう」いりやまさとし　講談社	
「かえるがみえる」まつおかきょうこ他　こぐま社	
「おいしそうなしろくま」柴田ケイコ　ＰＨＰ研究所	
「うそつきマルタさん」おおのこうへい　教育画劇	
「うそだあ！」サトシン他　文溪堂	

図	
公	
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「たかいよしかずさん」サイン会	
2017年5月21日　14：00〜15：00	
場所　リトル書房まちライブラリー　	

西宮在住で西宮市観光キャラクター「みやたん」	
の生みの親、「たかいよしかずさん」サイン会を行いました。	

サイン会にはお子様連れのおかあさん、お孫さんと一緒にこられたおばあ
ちゃん、たかいさんファンのおかあさんなど、いろいろな方にお越しいただ

きました。	

たかいさんはいつも笑顔で気楽にお話しかけられ、絵本選びに悩まれて
いるときにはアドバイスされたりして、ご要望に応じて、みやたんやくろくま

くんなど人気の可愛いキャラクターを入れた直筆サインをしていただきまし
た。	

参加された皆様は大喜び、とっても楽しいサイン会になりました！	

レポーター：後中淳司	

主催者：リトル書房まちライブラリー　	

イベントレポート	

参加者数：     10人	

ブックリスト	

【ほんミテ】（リトル書房まちライブラリーのイチオシ本）	
　・「ともだちのつくりかた」　たかいよしかず	

第20回ビブリオバトル in	にしのみや	
2017年	5月	21日　14:00〜15:30	
場所　西宮市立北口図書館ＡＶホール　	

今回で20回目となるビブリオバトルinにしのみや。テーマをずばりそのまま
「20」、5名の発表者にそれぞれがおすすめする本を紹介してもらいました。	
発表本は20世紀を近未来として描いたオーウェルの「1984年」、阪神大震
災から20年目に発行された「ＢＥ　ＫＯＢＥ」、20種類のタンパク質の働きな

どについて書いた「タンパク質の一生」、週休5日で暮らす作者が独特の視

点で綴る「20代で隠居」、主人公が二重の仕事を持ち働く小説「本日は、お
日柄もよく」と、さまざまな角度からテーマをとらえた本ばかりでした。	
観戦者の投票の結果、チャンプ本は「本日は、お日柄もよく」に決定。	
どの本に対しても観戦者からの質問が多く飛び交い、設定していた質問タ

イム3分では足りないほどの活気のあるビブリオバトルとなりました。	

レポーター：中尾麻美	

主催者：西宮市立中央図書館　	

イベントレポート	

発表者：5名　 観戦者34名	

ブックリスト	

図	
公	

	
　・「いるよね～！こんなこ」	
　・「いるよね～！ねないこ」　　	
　・わくわく　くろくま	
　・おはなし　くろくま　　ほか	

書	
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つくろう！あそぼう！かえるぴょーん！	
2017年5月28日　11：00-11：30　15：00-15：30	
場所　西宮市立北部図書館　児童コーナー	

　午前と午後の２回、かえるの絵本の紹介と紙コップ工作の子ども行事を
開催。２歳ぐらいから小学生までたくさん参加してくれました。 

　かえるの絵本の紹介では、「ちいさなピョン」の読み聞かせの後、写真絵
本でいろいろなかえるの種類をくらべると、「ピョンと同じアマガエル!」と教

えてくれた子もいました。他にはかえるの大型絵本やかえるのおもちゃが

作れる工作の本も紹介しました。 
紙コップの工作ではみんな上手にかえるの顔を描いたり、色をぬったり。

小さい子はお父さんと一緒にシールで飾り付けして、それぞれのかえるが
できあがったら、ぴょーん！とうまくとばしていました。 

かえるのでてくる絵本の展示をみて借りてくれる人もいて、楽しい行事にな
りました。	

レポーター：HARUKA　ISHIGUCHI	
主催者：リ西宮市立北部図書館　児童コーナー	
	

イベントレポート	

参加者数：     28人	

ブックリスト	

「ちいさなピョン」	
串井てつお／絵・文 講談社 	
「かえるくんどっちがどっち?」	
松橋 利光／著 アリス館 	
「はなすもんかー！」(大型絵本) 	
宮西　達也／作・絵　 鈴木出版 	

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」	
2017年4月29日～5月31日	
場所　西宮市立中央図書館　	
	

　大変好評で、紹介している本もよく借出しされました。	
「あなたが読んで面白かった本」はこどもたちからの紹介がほとんどでした

が、一生懸命書いてくれたかわいい紹介文を見ているだけで楽しくなりま
した。	
	

レポーター：中尾麻美	

主催者：西宮市立中央図書館　	
	

イベントレポート	

発表者：計測不可	

ブックリスト	

図	
公	

図	
公	

ブックリスト別表	
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会いたくなる本棚	
2017年4月29日（土）～5月27日（土）	
場所　川西市市民活動センター・男女共同参画センター　	

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ある
約3,000冊の本を使って、川西のまちのユニークな人や活動する企画展示。

2016年に続いて2度目の実施です。	
さまざまなジャンルで活躍する12人が選んだ12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。	

■企画に協力してくださったみなさん	
東茂泰（まちづくりプロジェクトスポークスマン）	

市川大輔（会社員）／岩淵拓郎（編集者）	
おおもりみちよ（セクシュアルマイノリティ相談員）	

片山優子（整体師）／紙徳真理子（NPOスタッフ）	
佐古新一（多田東まちづくりプラザ館長）	
椎名保友（福祉コーディネーター）	

中瀬大地（公務員）／永田千砂（ちまちま工房代表）	
はにおかひさこ（絵描き）	
古川知可子（劇場スタッフ）	
※ 敬称略、50音順	

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	

参加者数：     5,490人（期間中の述べ来館者数）	

ブックリスト	
•  新しい広場をつくる～市民芸術概論綱要（平田オリザ）	
•  骸骨ビルの庭（宮本輝）	
•  じぶん（レイフ・クリスチャンソン）	

•  世界一あたたかい人生相談（ビッグイシュー販売者、枝元なほみ）	
•  センス・オブ・ワンダー（レイチェル・カーソン）	

•  そうだ、葉っぱを売ろう！～過疎の町、どん底からの再生～（横石知二）	
•  日本ボランティア・NPO・市民活動年表（監修：大阪ボランティア協会ボランタリ

ズム研究所／編著：岡本榮一・石田易司・牧口明）	

•  舟を編む（三浦しをん）	
•  娘と話す　非暴力ってなに？（著：ジャック・セムラン、訳：山本淑子）	

•  もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ　ありのままのきみがい
い	1	セクシャルマイノリティについて（日高康晴）	

•  八日目の蝉（角田光代）	

•  わかる！できる！ＮＰＯ法人会計（関西NPO会計税務研究会）	
※	50音順	

オーブリー・ビアズリー展vol.8「サロメ」 
2017年5月7日(日)～5月20日(土) 
場所：みつづみ書房　 

19世紀末イギリスをを代表する画家・イラストレーター・詩人・作家・デザイ
ナーであるオーブリー・ビアズリーの作品を展示されました。 
とくに、原田マハさん著『サロメ』が１月に発売されたこともあり、著書で取
り上げられた作品を中心に展示され、ビアズリーファン、原田さんファン共

に楽しめるイベントでした。 
会期中にはギャラリートークも開催され、参加者の中には装丁家やインク
の専門家もいらっしゃって、主催者以上の博識ぶりを発揮されて、とても楽

しい時間を過ごすことができました。 
120年以上前の古書を直接手にとって読むことができたのも、貴重な体験

になりました。なかには、くんくんと匂いを嗅ぐ人も・・・！？ 

レポーター：明石友貴 
主催者：オーブリー・ビアズリー文庫 	

イベントレポート	

発表者：１０人【ギャラリートークの参加人数】 

ブックリスト	

他	

書	
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絵本のゆずりあい会＆京田辺で沖縄を味わう 	
2017年 ５月６ 日　10：00〜15：00	
場所：まちライブラリー＠龍馬館in	京田辺　	

京田辺市在住の絵本作家の玉城裕美子さんとママ友の杉本ｳﾀ子さん、
畠中みゆきさんのグループ「ﾃｨｰﾀﾞﾇﾌｧ（太陽の子ども）」による、太鼓や笛、

三線など沖縄の楽器を加えて、海や生き物、食べ物などをテーマにした絵
本の読み聞かせをしていただきました。午前中は、子供たち向けに、手遊

びを交え、午後からは、沖縄本島の読谷村の村史編集室で10年以上行っ

ていた沖縄戦の聞き書きをもとに絵本を書いた玉城さんのお話を聞きまし
た。	
　絵本の主人公、よしちゃんのうちはお菓子屋さんでしたが、父が戦地に
行き、母と弟と赤ちゃんと共にヤンバルへ。食べ物がなくなり、葉っぱや木

の実、ﾁﾝﾅﾝ（かたつむり）やかえるも食べました。人の畑から芋をほりだし
たこともありました。やがて、赤ちゃんが亡くなりますが、母はずっと抱いた

まま子守唄を歌い続けます。（このシーンでは、三線を引きながら玉城さん

が歌い、参加者の涙を誘いました。）	
そして、60年たって70歳をこえたよしちゃんは、畑でﾁﾝﾅﾝを集めては、逃

がしてやります。「おばーはねえ、ﾁﾝﾅﾝで命をつないだわけさー」と孫の語

りかけながら・・・	
　読谷村の資料によると、米軍が沖縄本島に上陸した45年4月以前から高

齢者や子供が北部のヤンバルに疎開し、2か月から半年にわたり山中をさ
まよいました。村民の5429人のうち657人が死亡、その7割以上が栄養失

調や病気が原因だったと語る。	
　	

レポーター：西川幸子	

主催者：まちライブラリー＠龍馬館in京田辺 	

イベントレポート	

参加者数：     50人	

ブックリスト	

「いただきます」	
ぶん：たまき　ゆみこ　え：いそざき　ちか	
沖縄時事出版社	
	
「ジュゴンのくる海」	
文：宮里きみよ　　絵：ふりや　かよこ	
新日本出版社	
	

日時：2017年	5月	7日（日）　15:00〜17:30	
会場：Irish	Pub	&	Restaurant	DUBLIN　	

　日曜の午後に美味しいビールを飲みながら本の話をしようと、２年前の
ブックフェスタを機にスタートしたまちライブラリー＠ＴＴＢＢも８回目となりま

した。会場にはこれまでのＴＴＢＢの歴史を振り返れるように、歴代のリー
フや本に寄せられたコメントなどを展示しました。	

　今回で活動を一段落するため決めたテーマは“ＮＥＸＴ”、　参加者はそ

れぞれのＮＥＸＴ本を持参し、順に紹介しました。次にチャレンジしたいこと
を表す本、次に進むために立ち戻る原点の本、自分の親との関わり、生ま

れ来る子どもに向けて、さまざまな“ＮＥＸＴ”が共有されました。	
　その後、参加者全員で１年後の自分や誰か宛のメッセージを書き、ビン

詰めしました。来年のブックフェスタでの同窓会を約束し、ＴＴＢＢ第一幕を
閉じたのでした。 

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	

発表者：12人 

ブックリスト	

ま	

ま	
まちライブラリー＠ＴＴＢＢ －Take	a	Trip	with	the	Book	&	Beer－	

TTBB	NEXT！～ビールを超えてゆけ～	

l  「街道てくてく旅」東海道五十三次完全踏破（講談社　Mook）	
l  幸せな劣等感 :	アドラー心理学〈実践編〉／向後千春 著	

l  N女の研究／中村安希 著	
l  日日是好日　「お茶」が教えてくれた15のしあわせ／森下典子 著	

l  発達障害の自分の育て方／岩本友規 著	

l  よみがえる鉄道旅行　古地図で旅する日本 （学研ムック） 		
l  ヴェニスの商人／喜志哲雄 訳	

l  るきさん (ちくま文庫)／高野文子 著	
l  すーちゃんの恋 (幻冬舎文庫)／益田ミリ 著	

l  カワサキバイクマガジン　2017年5月号		
l  幽霊たち (新潮文庫)／ポール・オースター 著・柴田元幸 訳	

l  いやいやえん (福音館創作童話シリーズ)／中川 李枝子 著	
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鉄道研究会”TKN48”	in ブックフェスタ	
2017年5月12日（金）　19:30〜22:30	
場所：ジオラマレストラン＆居酒屋バー　デゴイチ　	
	

　京都・祇園の鉄道バー「デゴイチ」を拠点とする、大人の鉄道研究会「ＴＫ
Ｎ４８」は設立７年目、男女26名で活動しています。５月定例会は昨年に続

きブックフェスタと共催し、鉄道にまつわる本を持ち寄りました。	
	

　乾杯と自己紹介に始まり、ゲストの方に当会の歴史と活動をご紹介、そ

の後、持ち寄った本について語り合いました。	
	

　新しい本があれば非売品の歴史を語る本があり、技術を解説する本が
あれば旅情をそそる本があり。本にまつわる思い出や思いが紹介され、そ

れに参加者も共鳴し、にぎやかで楽しい夜が更けたのでした。	

レポーター：鉄道研究会「ＴＫＮ４８」事務局長　磯　勝己	

主催者：鉄道研究会「ＴＫＮ４８」　（事務局長　磯　勝己） 	

イベントレポート	

参加者数：     10名（会員9名／ゲスト1名）	

ブックリスト	

l  「青春１８きっぷ」ポスター紀行	
（込山富秀 著，講談社，2015年）	

l  鉄道の達人が教える列車の旅	
（一個人編集部 編，ベストセラーズ，2006年）	

l  震災と鉄道全記録　鉄路よ熱く甦れ	
（朝日新聞出版，2011年）	

l  鉄道模型趣味1981年11月号（機芸出版社）	
l  長片道切符の旅（宮脇俊三 著，新潮社，1979年）	
l  図説日本の鉄道クロニクル　時代と技術で読み解く鉄道史　７（講談

社，2010年）	
l  鉄道車両メカニズム図鑑	

（川辺謙一 著，学研プラス，2012年）	

l  基礎から学ぶ哀愁の寝台列車「ブルートレイン」	
（徳間書店，2012年）	

l  日本鉄道請負業史明治編	
（土木工業協会 編，鉄道建設業協会，1967年）	

l  大陸横断鉄道の旅	
（櫻井寛 文・写真，トラベルジャーナル，1994年）	

2017年 ５月 日２０日10：00〜18:00	
場所　大原まちライブラリー	

大原の自然を生かし、ライブラリー側の	
大原学院の子ども達に大原付近の絵を描いたり	
ライブラリーの本を読んでもらったり、	
自由に過ごしていただきました。	
	
大人の参加者の方には大自然の中、	
朗読や絵本の読み手として参加されたりしていました。	

　	
	
	

レポーター：東　裕美	

主催者：大原まちライブラリー 	

イベントレポート	

発表者：20人 

ブックリスト	

ま	

ま	
絵本＆本を片手に自然と遊ぼう	

	
チャレンジ！どんぐりクッキー（平田昌広）	
よるのライオン（赤水伸行）	
私と小鳥とすずと（金子みすず）	
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第12回いちにちまるごと札の辻！ ビブリオバトル＆読書会 	

5月7日（日）	10:00-17:00		
場所：八木札の辻交流館	

午前中は読書会、午後はビブリオバトルと、一日どっぷりと本について語り合いました。	
会場の八木札の辻交流館は江戸時代の旅籠で、とても雰囲気がよく、	
本を囲んでゆったりとした時間を過ごしました。	

	
アイスブレイク	

①【絵本の読み聞かせ】長田弘(詩)・いせひでこ(絵)『 初の質問』	
②20秒ずつ意気込みを語る	
	

▼ビブリオバトル①　テーマ「言霊ことだま」 参加者8人　★チャンプ本	
★1	ル=グウィン『影との戦い―ゲド戦記Ⅰ』	
★2岡本天明『完訳 日月神示』	
★3久米絵美里『言葉屋』	
★4サンキュータツオ『学校では教えてくれない!	国語辞典の遊び方』	
5アルフレッド・アドラー『人生の意味の心理学』	
	
▼ビブリオバトル②　テーマ「黄昏たそがれ」 参加者7人　★チャンプ本　	
1中島京子『小さいおうち』	
2小山朝子(監修)『なぜ介護殺人は起きるのか』	
3辻村深月『名前探しの放課後』	
4山田邦紀『明治時代の人生相談―一〇〇年前の日本人は何を悩んでいたか』	
★5シェイクスピア『リア王』	
	
▼朗読バトル　☆クイーン本(一分間の冒頭朗読を聞いて一番読みたくなった本に投票）　参加者7人	

1野田昌宏『スペース・オペラの書き方―宇宙SF冒険大活劇への試み』		
☆2那須田淳『星空ロック』	
3カタログハウス(編集)『大正時代の身の上相談』	
4カフカ『掟の前で』「変身,掟の前で 他2編」より 	
5夏川草介『神様のカルテ』	
6中山七里『さよならドビュッシー』	
	
▼キング本投票　(この日紹介されたすべての本の中から一番読みたくなった本に投票)　☆キング本	

☆2票　久米絵美里『言葉屋』	
☆2票　サンキュータツオ『学校では教えてくれない!	国語辞典の遊び方』	
1票　岡本天明『完訳 日月神示』	
1票　アルフレッド・アドラー『人生の意味の心理学』	
1票　カフカ『掟の前で』「変身,掟の前で 他2編」より 	

合計7票	

レポーター：橿原ビブリオバトル部　川西香子	
	

主催者：橿原ビブリオバトル部	

イベントレポート	

2017年 5月13日(土)　午前10時～11時	
場所　杉の子文庫 	

NPO法人ほがらか絵本畑理事長、三浦伸也さんをお迎えして、読みあそ
びライブを開催しました。	

杉の子文庫に来ていただくのは、今年で4年目になります。	
今回は、絵本の読み聞かせの間に素話も入れてくださいました。	

子どもたちは三浦さんの読み聞かせと語りにどんどん引き込まれていまし

た。	
今回も、大人も子どもも一緒にとても楽しい時間を過ごしました。	

ありがとうございました。	
詳細は以下のブログをご覧ください。	

	
文庫日記(杉の子文庫)　hkp://blog.livedoor.jp/suginokobunko/archives/
55610639.html	
	
NPO法人ほがらか絵本畑ブログ　hkp://hogaraka-
bookdoctors.blogspot.jp/2017/05/blog-post_13.html	
	

レポーター：杉の子文庫 	

主催者：杉の子文庫 	

イベントレポート	

発表者：37名（大人13名　こども24名） 

ブックリスト	

ま	

ま	
「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	

当日、三浦さんが読んでくださった本	
	

『へぇこいたのだれだ？』平田昌弘、くもん出版	
『１(ワン)・２(ツー)・３(スリー)』中川ひろたか、クレヨンハウス	

『へんなどうぶつ　みつけたよ』佐々木マキ、絵本館	

『にゃーご』宮西達也、鈴木出版	
『もうあかん！』岡田よしたか、学研プラス	
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「月イチ！読書クラブ♯4　第３回植本祭」	

5月13日(土)　14時～15時	
場所：　まちライブラリー＠Cafe梛の森	

レポーター：川西香子	
	

主催者：　まちライブラリー＠Cafe梛の森	

2017年5月21日		13:00〜16:00	
さくらい本町たまり場	

相撲発祥の地櫻井市で、相撲の魅力を語ろう。櫻井で有志の方で相撲甚
句の肩をお迎えし、呼出しさんの裏話とを聞かせて頂き、元九重部屋の関

取の方の本場のチャンコ鍋を頂きました。	
	

レポーター：三宅嘉彦	

主催者：さくらいほんまちライブラリー	

イベントレポート	

発表者：20名 

ブックリスト	

ま	

ま	
相撲を語ろう	

大相撲ジャーナル	

第３回植本祭を開催しました。	
８冊の本が本棚に植えられました。	

参加者６名でワイワイといろんな話で盛り上がり、楽しい時間を過ごしまし
た。	
Cafe梛の森の本棚がパワーアップしました。カフェで使用されている無農

薬野菜の作り手さんによる手作り本棚です！一気に収納スペースが増え
ました。	

イベントレポート	

発表者：6人 

ブックリスト	

植本いただいた本はこちらの８冊です。	
『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』(桜庭一樹)	
『下読み男子と投稿女子』（野村美月）	
	

『天球の音楽』(ケン・リュウ)	
『「働き方」の教科書』（出口治明）	
『本好きの下剋上』（香月美夜）	

『三日間の幸福』(三秋縋）	
『メキシコ人はなぜハゲないし、死なないのか』（明川哲也）	

『よみたい万葉集』（松岡文、まつしたゆうり、森花絵）	
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ビブリオバトルｉｎいこま#46　テーマ「まち」 
5月28日(日)	14:30-16:00	 
場所：　生駒市図書会館　 レポーター：明石友貴	

	

主催者：　生駒市図書会館　 

2017年5月20日　14：00〜17：00	
場所　きものカフェ「ふりく」	
	

　わが「ビブリオラボとくしま」はまちライブライリーブックフェスタ2017に徳
島唯一の参加となりました。「一箱古本市＆ブックトーク」を開催しました。

会費は1ドリンク付きで500円でした。	
　一箱古本市には6店舗が参加、段ボール箱やカバン、紙袋に詰めて本を

持ってきて、中央のテーブルに並べ、50円から200円までの値段を付けて

もらいました。数冊から数十冊までと並べた本の数もまちまち、本も小説・
エッセイから参考書、雑誌とバラエティに富んでいた。	

　この一箱古本市と並行して、金曜の会という徳島大学で教職員と学生、
社会人が参加して月一回開催している読書サークルが昨年度作成した

「徳島読書人が選ぶこだわりの31冊」の冊子を参加者に配り、そこに紹介
されている本の展示も行いました。	

レポーター：依岡隆児	

主催者：ビブリオラボとくしま（代表：依岡隆児） 	

イベントレポート	

発表者：18名 

ブックリスト	

ま	
ビブリオラボとくしま「一箱古本市＆ブックトーク」	

タイトル　（著者）	
『フローラ逍遥』（渋澤龍彦）	
『恋しくて』（村上春樹編訳）	
『なんでも見てやろう』（小田実）	
『田宮模型の仕事』（田宮俊作）	
『少女系きのこ図鑑』（玉木えみ）	
『超芸術トマソン』（赤瀬川原平）	
『思い出トランプ』（向田邦子）	
『桃太郎』（芥川龍之介）ほか	
	

5月28日(日)14時30分から第46回ビブリオバトルinいこま　テーマ
「まち」を開催しました。 
今回はまちライブラリーブックフェスタ2017参加企画ということで
のテーマ設定となっています。 
小学生、中学生から、大人のベテラン勢まで、幅広い参加者が集ま
り、大いに盛り上がりました。 
チャンプ本は接戦の末『ハムレット、東北に立つ』に決定しまし
た。 

イベントレポート	

発表者：20人 

ブックリスト	

1.『アーサー・ミラー 2 るつぼ』アーサー・ミラー
2.『ゴドーを待ちながら』サミュエル・ベケット
3.『東京湾海中⾼校』⻘柳碧⼈
4.『ハムレット、東北に⽴つ』下館和⺒
5.『The girls of atomic city』Denise Kiernan
6.『京都河原町三条のホームズ』望⽉⿇⾐

図	
公	

リレーションシップ ID rId6 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。
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本と人に出会う、旭区まちあるき 	
2017年5	月13日　11:00-15:00頃	
場所  まちライブラリー＠いのこうの家、他	

今回は「旭区まちあるき」。旭区検定に携わる方をゲストに、京阪千林
駅から名所を巡りつつ、ゆったり歩きました。	
お昼ごはんは道中に購入したおかずとお米屋さんのご飯を「こめつぶ
本屋」で食べました。その後は「10代に届けたい」本の紹介も。	
そして「いのこうの家」へ。思わずきょろきょろしてしまうくらい、たくさん

のイベント！私たちも参加させてもらいました。	
初めてお会いした方ばかりと思えない、和やかな会になりました。また
開催したいです。	

レポーター：橋本真歩	

主催者：こめつぶ本屋＆まちライブラリー	

イベントレポート	

参加者：4人	

まちライブラリー巡り散走　実際に行ってみる編（準備会） 	
2017年	5月1	日(月)　14：00〜15：30	
場所:LIFE	CREATION	SPACE	OVE集合	

イベント当日は雨天中止となりましたので、企画側の有志３人で
下見を実施したときの記録です。	
OVEにて自身に合った乗りやすい自転車を選びヘルメットを装着
してまず向かったのは、ゆいま〜る福さんと、さんさんくらぶさん。
途中は路地を抜けたり、河をわたったりOVEのスタッフ宮脇さんオ
ススメの道を走ります。	
自転車でまち走ると発見も多く、普段行くことがない少し遠い場所
にも行くことが出来る、そんな自転車の楽しさを感じることができ
た半日でした。	

レポーター：奥井希	

主催者：LIFE	CREATION	SPACE	OVE	

イベントレポート	

参加者：3人	

ま	

ま	
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まちライブラリー探検隊＠姫路 	
2017年	5月14日　10：15　～　19：00	
場所　＠コープのつどい場、手柄小4年2組まちライブラリー、	
　　　　つなぐデザイン×まちライブラリー　、姫路のまち　　　　　	レポーター：小野千佐子	

主催者：まちライブラリー探検隊	
ま	

最初の探検先、まちライブラリー＠コープのつどい場では
「食」をテーマに植本祭を実施。	
サポーターさんも大勢ご参加で、このライブラリーが地域の子
どもたちや近隣の中学・高校生たちも一緒になって準備をし、
利用されていることを知ることができました。	
また、クッキングサポーターさんがコープさんの食材で手作り
してくださった、「赤毛のアン」に登場する「トフィー」と「いちご
水」をいただきました。	
	
	
	

「チリメンモンスターをさがせ！」 
「ART of TEA」　「赤毛のアン」 
「一汁一菜でよいという提案] 
「おもたせ暦」 
「きょうの料理ビギナーズ」 
「父の詫び状」　　「老人と海」 
「サンマの丸かじり」 
「おもしろ金沢学」 
「狸汁」　「まぼろしのパン屋」 
 

イベントレポート	

まちライブラリー探検隊は、まちライブラリーとそのまちを楽しもう
と有志で結成しました。2016年６月から２か月に１回程度で、大
阪を中心にあちこちへおじゃましています。	
今回は、姫路の３つのまちライブラリーを探検。おじゃましたい旨
を連絡すると、姫路受入チームを結成して、事前の打合せＭＴＧ
も開催してくれました。	
そして、「たびのしおり」を作成してくれました。	
	
	
	
　	
	

ブックリスト	

まちライブラリー＠コープのつどい場	

日曜日ということで、小学校には入ることができませんでした。
そこで、お隣の施設“手柄山交流ステーション”の広い通路が
会場。この交流ステーションは、かつてモノレールの駅だった
ところで、２階には当時の様子を知ることができるモノレール博
物館があります。	
まずは、給食時間に開催しているミニビブリオバトルのご紹介
をしていただきました。	
将来的には、この通路にまちライブラリーを設置したいと三浦
先生は考えていらっしゃいます。そこで、「小学校のまちライブ
ラリー、まちへ出る」と出したブレストをみんなで実施。	
モノレールにまつわる本を集める、世代を超えた交流を目ざす、
手柄小のイチオシ本コーナー、モノレール車両の中に本棚を
設置する、子どもたちＶＳ地域の大人のビブリオバトル、などた
くさんのアイデアが飛び出しました。実現するといいな！	
	
	
	
	

姫路城を大きな窓から望むことができる、とても気持ちのいいス
ペースにある納屋工房。ここに「つなぐデザイン×まちライブラリー」
があります。	
ここでは、オーナーの長谷川さんから、活動のことをあれこれお聞
きしました。コミュニティスペースは「誰でも好きに使える場」だと。
広い、アレンジしやすいスペースで、10年間（！）も日々多様なイベ
ントが開催されているそうです。ご自身も毎月「姫路まちづくり喫
茶」を企画し、姫路のまちで人が活躍できる後押しをされていらっ
しゃいます。	
まちライブラリーについては、上手く説明できないから、本を置いて
あるだけという状況。でも、ブックカフェをやりたいと思っている加
藤さんと知り合い、これから少しづつ活動を始動させていく予定。	
朝からの探検隊のご案内役は、その加藤さんが勤めてくださいま
した。ありがとうございました！	
	
	
	

手柄小4年2組まちライブラリー	

つなぐデザイン×まちライブラリー	
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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 	
2017年	5月20	日(土)　15：00〜18：00	
場所:まちライブラリー＠amare　ほか	

　「尼崎を検索と、候補に「尼崎　犯罪」と出ることに不満を覚えて
いた、尼崎ENGAWA化計画代表”場を編む人”藤本遼さん。もっと
魅力的で、人と人の距離が近い街であることをアピールしたく立ち
上がりました。	
　何か出来ることを、と尼崎市役所職員の江上昇さん、GASAKI 
BASE番頭の足立繁幸さんらと手を組み活動を開始。その拠点に
なったのが「amare」でした。	
　塚口さんさんタウンの一角にある喫茶店だった場所を、延べ228
名もの人々により、その参加物たちで考えながら改装したとのこと。
ここは、まちライブラリーとしてだけでなく「オトナテラコヤ」等のイ
ベント会場としても使用しています。	
　その後、藤本さんが関わった、高齢者向けデイサービスの一角
にある、まちライブラリー「RekuRe」を訪問。その書架は「テーマご
とに募集」していたものが、気付けば「集まった本をテーマごとに
分類」したというユニークな経緯を辿っています。	
　	

レポーター：古本卓嗣	
主催者：藤本遼・奥井希	

イベントレポート	

参加者数：     約15人（合計）	

ま	

「日本につけるクスリ」　竹中平蔵	
「からまる」　千早茜	
「聖地巡礼ツーリズム」　星野英紀	
「チャリングクロス街84番地」　ヘレーン・ハンフ	

　続いて訪れた西正寺では、副住職の中平了悟さんから、昨
年7月に好評を表した「カリー寺」の話題に。これも「amare」が
きっかけになったそうです。	
　参加者からは「道中で尼崎の人々の”優しさ”や”遊び心”に
触れることが出来ました」と喜びの声も聞かれました。	

まちあるき道中で、	
ハンバーガーを	

頬張る藤本さん	

ブックリスト	
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まちライブラリー＠もりのみやキューズモール見学会＆	
ISまちライブラリー本とバルの日＆クロージングの会 	

2017年	5月28	日(日)　11:00-17:00	
場所:まちライブラリー＠もりのみやキューズモール＆ISまちライブラリー	

前日にマイクロ・ライブラリーサミットを開催していたこともあり、全
国各地からの参加がありました。	
またずっと気になっていたという近隣の方や、まちライブラリーを
初めてみたい方の参加もありました。	
	
まちライブラリー＠もりのみやについて、開館前のサポーター会
議や、その後２年間の利用の様子などを写真を出しながら説明さ
せていただきました。後半は質問タイムとし、それぞれの気になっ
たところなどをシェアしました。	
	
参加者の一部は、後続のイベント（クロージングのため）まちライ
ブラリー＠もりのみやから、ISまちライブラリーへ移動。	
大阪城公園を抜けて観光＆まちあるきをしながら向かいました。	
大阪城公園では逆さ大阪城が見える記念撮影スポットで撮影！	

レポーター：奥井希	

主催者：まちライブラリー	

もりのみやキューズモール見学会	

参加者：17人	

ま	

	
クロージングイベントからの参加者もあり、大人数での開催となりました。	
いつものISまちライブラリーのイベントのように、お茶とお菓子を食べリラックスした状態
でスタートしました。	
参加された方（全員）に、主催したイベント、参加したイベント、関わったイベントについ
て皆さんに対して報告をしていただきました。	
どれもおもしろそうなイベントだったのですが、関わられた人から直接聞くとよりわかり
やすく、次回も行ってみたくなるような内容でした。	

クロージング	

参加者：25人	

参加者数のべ：32人	
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まちライブラリー＠もりのみやから、ISまちライブラリーへは、大阪城公園
を抜けて観光＆まちあるきをしながら向かいました。	
大阪城公園では逆さ大阪城が見える記念撮影スポットで撮影！	



スタンプラリーについて 

ブックフェスタ期間中に、各ブックスポットをめぐるスタンプラリーを実施。	
イベント参加、スポット訪問でそれぞれ押印。	
	
５個ためた人には、記念のグッズを進呈。（なくなり次第終了）	
　・まちライブラリートートバック＆オススメの本１冊（サポーターから寄贈）	
　・まちライブラリー缶バッチ	

【景品交換スポット】	
景品交換は、下記の拠点４ヶ所（①〜④）と、協力スポット４ヶ所（⑤〜⑧）で実施。	
	
①ISまちライブラリー	
住所：〒540-0037　大阪府大阪市中央区内平野町2-1-2　アイエスビル3階	
 	
②まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	
住所：〒540-0003	大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目1－70	
 	
③まちライブラリー＠大阪府立大学	
住所：〒556-0012　大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-41	
 	
④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）	
住所：〒567-8570　大阪府茨木市岩倉町2-150立命館大学大阪いばらきキャンパスフューチャープラザ（B
棟）1階	
	
⑤スタジモにしのみや	
住所：〒663-8204　兵庫県西宮市高松町14-2	阪急西宮ガーデンズ5階	
	
⑥西宮流まちライブラリー	
住所：〒663-8178　兵庫県西宮市甲子園八番町1-100	ららぽーと甲子園2F　クリエートにしのみや内	
	
⑦奈良県立図書情報館	
住所：〒630-8135	奈良市大安寺西1丁目1000番地	
	

⑧みつづみ書房	
住所：〒664-0846　伊丹市伊丹1-13-20	
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スタンプラリーについて 

【景品交換について】	
	
約18名が交換。	
常連の方に加えて、公共図書館を中心にまわられた人、家族で参加された方もあった。	
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アクションについて 

ブックフェスタの初日、４月２９日に他拠点にわたるブックフェスタを盛り上げるため「本と人」との写真を１世

投稿するアクションを実施。	
	
本を読む時間は至福（４２９）の時間として、４月２９日に１日かけて、	
SNSにて、「#BOOKFESTA429」というハッシュタグを付けて投稿。	
クロージングにてその様子を動画にして共有した。	
	
下記に一部を掲載。	
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