
BOOK FESTA
2018 in KANSAI

まちライブラリー  ブックフェスタ2018 in 関西

4月28日○～5月27日○土 日
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1 4 3ヵ所のブックスポットで2 8 2のイベントを開催！

#BookFesta2018
#まちライブラリー

   投稿＆検索！



「本」を通して「人」と出会う、「まちライブラリー」

まちライブラリーや公共図書館、

書店など「本がある場所（ブックスポット）」が協力し、

それぞれの場所で本にまつわるイベントを開催する

「本のお祭り」です。

4回目となる2018年は

4/28～5/27の1ヶ月間にわたり実施されます。

オススメの本を紹介しあうと、初対面でも仲良くなりやすい。

お互いの“心の窓”を開くような、そんな不思議な絆が生まれます。

まちライブラリーブックフェスタでは、オススメの本を紹介し合うイベント、

読書会、ビブリオバトルやワークショップまちライブラリーをめぐるツアーなど、

様々なイベントが開催されます。

思いがけない「本」や「人」に出会うきっかけを、一緒に楽しみましょう！

関西には拠点となるまちライブラリーが4ヶ所あります。
まちライブラリーブックフェスタのメイン会場となる、まちライブラリー＠もりのみやキューズモールを中心に、それぞれの場所でもイベ
ントが開催されています。開館時間中はスタンプラリーの景品交換や、スタッフがまちライブラリーやブックフェスタについてもご案内
いたします。ぜひお気軽にお越しください。

①気になるイベントに参加しよう
・パンフレットから気になるイベントを見つける
・ウェブカレンダーから日時を指定して検索
・ウェブマップからスポットを見つける！
・追加になったイベントもfacebookイベントページに掲載！
またイベントに参加した内容などはハッシュタグをつけて
SNSに投稿してみてください。

②スタンプラリーに参加しよう
・訪れたブックスポット、参加したイベントが対象
・スタンプ５個で本やグッズなどの景品をプレゼント！
（スタンプカードは別紙）（予定／なくなり次第終了）
※景品の引き換えは、上記拠点まちライブラリーまで。
郵送可。

③本を持ってイベントに参加しよう
　　のイベントでは、テーマに応じた本を持ち寄ります。イ
ベントの中では持ち寄った本を紹介する時間があります。
本は、メッセージを付けて寄贈していただけたら幸いです。
（任意／図書館・書店を除く）
※本がなくても気軽に参加してください。

④まちライブラリーブックフェスタを一
緒に盛り上げるメンバー募集中
・サポーター（ブックフェスタをより楽しむためにアイデアを
出し合いみんなで活動）

・レポーター（各イベントに参加し、その様子を公式でレ
ポート）
興味がある方は、［氏名］［連絡先電話番号、メールアドレ
ス］［レポーターで参加予定のイベント］をお書きの上、
machi.bookfesta@gmail.com宛にお送りください。
事務局から詳細をご連絡いたします。

まちライブラリーとは、まちのカフェ、お寺、病院、自宅、オフィスなど
に本を持ち寄り、本を通じて「人の縁」をつむいでいく活動です。オー
ナーやスタッフ、利用者などその場所を行き交う人それぞれのオス
スメ本が置かれています。このようなまちライブラリーは、全国560
カ所以上に広がり、まちのあちこちで、本をきっかけとした「人の縁」
が生まれていきます。まちライブラリーブックフェスタ2018in関西
では、その内約80カ所が参加される予定です。

ぜひこの機会に気になるまちライブラリーやブックスポット、イベン
トなどに足を運んでみてくださいね。
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まちライブラリー
ブックフェスタとは、

市民や学生、教職員などが本や共通のテーマで立場、
世代を超えて出会い、つながりを育んでいく場所です。
開館日：火～金10:00～17:30、土10:00～17:00（日月祝休）
住所：茨木市岩倉町2-150 立命館大学大阪いばらきキャンパス　
立命館いばらきフューチャープラザ（B棟）1階

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）

ISまちライブラリー

まちライブラリー、ピッツァフォルノカフェ、キッズコーナー、FMCOCOLOのスタジオが併設す
る新しいスタイルのコミュニティ・ライブラリーです。気持ちがリフレッシュされ、ほっと一息つけ
るリビングのような空間で、飲食を楽しみながら自由に本を読むことができます。毎週土曜午後
は公開生放送を実施中！
開館日・時間：10:00～22:00カフェの利用、書籍の閲覧が可能（休業はキューズモールの休館日と同じ）会員登録・貸出及び
寄贈の受付：月・水・木・金11:00～20:00 土日祝休日11:00～19:00（火休）住所：大阪市中央区森ノ宮中央2丁目1－70

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

オーナーの礒井（いそい）が育った場所にある、日本で最初のまちライ
ブラリーです。近くの親子連れ、小学生、オフィスのテナントの人などが
集まっています。
開館日：月14:00～21:00、火水10:00～18：00、木金10:00～21:00、
土10:00～17:00、日休　住所：大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル3階

まちライブラリー＠大阪府立大学
大阪府立大学のサテライトキャンパスにあるまちライブラリー。
アカデミックな雰囲気が漂います。

開館日：火～土13:00-20:00（祝 13:00～17:00）日月休
住所：大阪市浪速区敷津東2-1-41南海なんば第１ビル３F

まちライブラリーブックフェスタの
楽しみ方

https://www.facebook.com/machilibrary/ http://machi-library.org

お問い合わせ先

まちライブラリーFacebook まちライブラリーweb

電話 06-6949-9222 （まちライブラリー＠もりのみやキューズモール事務局）　　メール machi.bookfesta@gmail.com

ブックスポット
一覧マップ

※月・水・木・金 11:00-20:00／土日祝 11:00-19:00

イベント
カレンダー

本パンフレットに載せられていないイベントがたくさんあります！ 
ぜひウェブからも確認してみてください。

#BookFesta2018
#まちライブラリー

公式ハッシュタグ

最新情報はこちら

まちライブラリーを
やってみよう！

ブックフェスタを
楽しむコツ！

ブックフェスタをきっかけに
いろんなまちを訪れて、

その場所の人との
交流を楽しんでください！

まちライブラリーは
誰でもどこでも

始めることができます！
ぜひあなたも、

一歩踏み出してみませんか？
礒井純充
（まちライブラリー提唱者）

橋爪紳也（まちライブラリーブックフェスタ
2018in関西実行委員長）
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まちライブラリー＠もりのみやキューズモール もりの植本祭
3周年×まちライブラリーブックフェスタ

第1ターム（15:30～16:50）　　 第2ターム（17:00～18:20）
カタリスト：話題のきっかけ（触媒）となる人。

第1ターム（15:30～16:50）　　 第2ターム（17:00～18:20）　　 カタリスト：話題のきっかけ（触媒）となる人。

詳細：http://machi-library.org　申込・問い合わせ：06-6949-9222、machilibrary.morinomiya@gmail.com（予約優先・当日参加可能）

本を持ち寄るミニイベントが集合。趣味や語り合いたいことをテーマにしています。
気になるテーマに気軽に参加してみよう。

テーマにあう本を1冊持ってご参加ください。ご持参いただいた本はまちライブラリーに寄贈いただきます。
なお、寄贈が難しい場合は遠慮なくお申し出ください。

時間：15:30～18:20　参加費：基本料金500円（１日あたり／１日で最大２つまで参加可／別途追加料金が必要な場合あり）　
会場：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

メッセージを添えて本を寄贈することを
「本棚に本を植える＝植本（しょくほん）」と表現しています。

4/28○土 日29○ 30○●月 祝

4/28○

4/28○

土

土

29○日 30○●月 祝

4/29○日

4/29○日

4/30○●月 祝

4/29○日

4/29○日 30○●月 祝

時間：18:30-20:00　会場：2F まちライブラリー　参加費：無料（カフェにてご注文をお願いいたします）

「まちライブラリーブックフェスタ オープニングトーク」
ラジオでおなじみのDJ加美幸伸さんとともに、
ブックフェスタのおもしろさを探っていきたいと思います。番組と連動した企画も予定！

時間：17:10-18:20　会場：2F まちライブラリー　参加費：500円（ドリンク付）

「“プレ”もりの植本祭 ～オススメ本を紹介しよう～」
オススメ本を語られる様子を見ていると、自然と読みたくなります。
ぜひ気になるテーマのオススメ本を持って語り合いましょう。
テーマ①鉄道（山田晃全）
テーマ②旅（益井博史）
テーマ③アート（滝本章雄）

テーマ④大阪（おくむらたけすけ）
テーマ⑤近世の歴史（岡本康敬）
テーマ⑥みんなにとっての障害とは？（中村恭寛）

しょく ほん さい

「もりの一箱古本市」

時間：10:00～17:00　会場：1F ＢＡＳＥパーク

「ピクニックまちライブラリー」
芝生の広場（ＢＡＳＥパーク）の上に
特設の本棚が登場！絵本など青空の下で読むと楽しいまちライブラリー（２F）の蔵書が並びます。
もちろんその場で貸出もできます。（要会員カード）

時間：18:30～20:00　参加費：3,000円（飲放題付）、（中高生 1,500円／小学生 500円）　会場：２F まちライブラリー

「もりの大交流会」
植本祭カタリストや一箱古本市の出店者さんと一緒に、
ピッツァフォルノカフェのおいしいピザを食べながらたのしく交流しよう！

4/28（土）

プレ植本祭
（17:10–18:20）まちライブラリー内

オープニングトーク 
（18:30–20:00） まちライブラリー内

ピクニックまちライブラリー 
（10:00–17:00） 1F B A S Eパーク

もりの一箱古本市 
（10:00–17:00）まちライブラリー軒先 & 1F BASEパーク（11:00–17:30）まちライブラリー軒先 （11:00–17:30）まちライブラリー軒先

もりの大交流会
（18:30–20:00） まちライブラリー内

FM COCOLO 公開放送
（14:00～17:00）1F ＢＡＳＥパーク

もりの植本祭
（15:30–18:20）まちライブラリー内

4/29（日） 4/30（月・祝）

時間：11:00～17:30 　
会場：4/28,30 2Fまちライブラリー軒先（各５店舗）・4/29 10:00-17:00 1F ＢＡＳＥパーク＆2Fまちライブラリー軒先（約３０店舗）

その日だけの、一人一箱の古本市を開催。
それぞれの好きな本を集めました。
掘り出しものが見つかるかも？！

3日間スペシャル
イベントの

第5回
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ドゥ ユー 能？ 
15:30～16:50

日本の伝統芸能「能」のことについてお話ししましょう。

西光沙頼（大槻能楽堂統括部長）

主催｜石田通夫（わたしの図書館ミルキーウェイ館長）

能、日本の伝統芸能、日本文化

玉造双六の会

僕らの作ったスゴロクで真の玉造をのぞいてみませんか？

BROTHER TIME

フリー1 15:30～16:50 1

福井まちライブラリー化プロジェクト
活動報告会（仮）

地域の人たちによってつくられている「おさんぽ本棚」を福井から飛び出して大阪に出展します。

福井まちライブラリー化プロジェクトチーム

オススメの本 15:30～16:50 1

15:30～16:50 1 15:30～16:50 1

コーチングを語ろう！！  髙橋さおり（スマイルライフコーチ）

コーチング

出張ISまちライブラリアン vol.1

ISまちライブラリーのボランティアスタッフがそれぞれ得意なテーマでお話をする場です。
本を持ち寄ってゆるくお話しませんか？

「コーチングって何？？」って人も多いのではないでしょうか？コーチングやお気に入りの
本を持ち寄り、コーチングについて語り合いませんか。 

日本、そして海外で野球を続けてきた中で、感じたことをお伝えします。外側からみた日
本、見方を変えれば新しいものが見えるかも？

なにわの食育鮮魚士「おくとぱすがーでん」が魚の模型を使って魚捌きをお教えします。
知っているようで以外に知らない魚の秘密を知ってこれであなたもお魚博士！

ISまちライブラリアン

おすすめの本

さかなをさばいてみよう（疑似体験）   
17:00-18:20

なにわの食育鮮魚士　おくとぱすがーでん

魚、魚料理、料理

野球紀行～第3の地での挑戦、そして得たものは？～ 山上直輝（リーマン、独立リーガー）

夢、挑戦、野球、フランス、アメリカ、海外2 17:00-18:20 2

頭痛がする、顔色がくすんでいる、目が疲れる、顔のむくみがとれない、ほうれい線が目立
つ、、そんな悩みが解消できる頭蓋骨のセルフケアを一緒に行いましょう！

頭蓋骨を整えて健康な体、小顔を手に入れよう。      井上智博（KA・RA・DA factory）

頭蓋骨矯正30秒メソッド、健康、骨格、小顔 17:00-18:20 2 17:00-18:20 2

出張ISまちライブラリアン vol.2

ISまちライブラリーのボランティアスタッフがそれぞれ得意なテーマでお話をする場です。
本を持ち寄ってゆるくお話しませんか？

ISまちライブラリアン

おすすめの本

ぎょうさんあるで～大阪の絵本
15:30～16:50

楠優・加藤習子・小林綾子

大阪弁の絵本・大阪出身の作家さんの絵本

ハワイ語でカリグラフィー＆初めてのインテリア額装

あなたもアーティスト！カリグラフィーカードが、インテリアアートに変身！
【別途1,000円（材料費）】

山下裕子（カラーリスト・カリグラファ）

ハワイ・インテリア・色・文字1 15:30～16:50 1

15:30～16:50 1 15:30～16:50 1

ベランダで植物を育てるとか育てたいとか 野津睦美（ベランダ菜園3年生予定）

植物の本、おすすめの本

出張ISまちライブラリアン vol.3

ISまちライブラリーのボランティアスタッフがそれぞれ得意なテーマでお話をする場です。
本を持ち寄ってゆるくお話しませんか？

ベランダで植物（花、ハーブ、野菜、その他）を育てている人、育ててみたい人、自慢話や
苦労話、育てるコツは？など集まってゆるっと話しましょう。

ぎょうさんあるで～大阪の絵本。大阪弁・大阪出身の作家さん絵本を紹介と読み聞かせも
行います。

あなたが好きな死刑の登場する海外ミステリーを語り合いましょうえっ、知らないの？ぜひ呑み比べしましょう「大阪の酒」【別途500円】

ISまちライブラリアン

おすすめの本

大阪の酒を呑む！2018
17:00-18:20

石田通夫（わたしの図書館ミルキーウェイ館長）

日本酒、食文化、大阪の文化

海外ミステリーで死刑を考える 佐野洋子

死刑の登場する海外ミステリー2 17:00-18:20 2

「ご」5分で覚えて「い」一生遊べる「た」対戦ペアゲーム「ごいた」の歴史や遊び方を知り、
楽しく遊べます。　主催｜米井敬人

石川県能登の面白ゲーム「ごいた」を遊ぶ 能登ごいた保存会大阪支部

遊び、ボードゲーム 17:00-18:20 2 17:00-18:20 2

出張ISまちライブラリアン vol.4

ISまちライブラリーのボランティアスタッフがそれぞれ得意なテーマでお話をする場です。
本を持ち寄ってゆるくお話しませんか？

ISまちライブラリアン

おすすめの本

1 2

1 2


