
5 6600円（1ドリンク＋資料代）

500円（ドリンク付）

500円（ドリンク付）

1000円（ドリンク付）

800円（1ドリンク付）
800円（1ドリンク付）

1,200円（１ドリンク付）

1500円（ドリンク付き）

1500円（ドリンク付き）

無料

1500円（ドリンク付き）

1500円（ドリンク付き）無料

500円（1ドリンク付）

1500円（ドリンク付き）

1ドリンク＋
ポストカードキット代1500円

1500円（ドリンク付き） 1500円（ドリンク付き）

1500円（ドリンク付き）

2000円（ドリンク・軽食付）※予定

700円（１ドリンク＋資料代）

500円（ドリンク付き） 500円（ドリンク付） 700円（1ドリンク＆漢字クッキー付）

雑誌を使って遊ぶ「マガジン・ワークショップ」
5月12日（土）17:00-19:00

皆さんの家にある雑誌と、まちライブラリー＠もりのみや
キューズモールに寄贈されている沢山の雑誌を使って、ワーク
ショップを行います。

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜川﨑照文（まちライブラリー＠Áワーク創造館、「クーリエdeトーク」主宰）

紹介したい過去の雑誌（1冊でも複数でも）

天満橋ビブリオバトル in もりのみやキューズモール
5月16日（水）19:30-21:00

天満橋ビブリオバトルは、紳士淑女が5分間の本の世界「ビ
ブリオバトル」で楽しむ水曜午後のプログラム。聴くだけの参
加もOK!

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜天満橋ビブリオバトル（吉野）

未定

出張！アワヒニビブリオバトル
5月23日（水）19:30-21:00

ビブリオバトルを開催します。テーマ「笑」。楽しい時間になれ
ばと思っています。
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜明石友貴

笑

本を使ってイベントをするってどういうこと？
5月26日（土）18:30-20:00　

「本」を使ったイベントを企画・主催されている方にお集まりい
ただき、実際のイベント運営の方法や工夫などを、ご参加され
てる方とも一緒に考えられたらと思っています。

おすすめの本

嫌いな人、苦手な人が気にならなくなって、好きな人と、
ステキな素晴らしい時間を過ごせるようになるマヤ暦      

5月11日（金）14:00-15:30

自分の誕生日と気になる人の誕生日だけを使って、マヤ暦で
色んなことがみえてきます。お茶を飲みながらの交流会です。
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜末永明江（マヤナビゲーター）  

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜版元ドットコム西日本＆まちライブラリー
※シリーズ本をつくるってこういうこと
版元ドットコム西日本に所属する
出版社が本づくりについて語る
シリーズ。
毎月第1月曜日に開催。

暦、宇宙、自然、オススメの本

お医者さんには聞けない　健康の話      
5月11日（金）18:00-19:30

やる気にならないけど、病院に行ったほうがいい？頭痛がする
けど、原因が分からないって言われる…五月病かしら？などな
ど。もしかしたら首の歪みかもしれません。ご本人だけでなく、
ご家族の方でもどうぞ～。 
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜福吉涼子（カイロプラクター）  

健康、美容、オススメの本

お気に入りの本をイメージした
「アロマのルームスプレー」作り      

5月11日（金）18:30-20:00

お持ちいただいた本をイメージして、植物の天然の香りを使っ
たオリジナルの「アロマスプレー」を作ってみませんか？思い出
の本、励まされる本、ドキドキする本・・・。どんな香りができあ
がるでしょうか。

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜上葉幸栄（アロマテラピー＆ボードゲームのお店　LITTLE FOREST）

家族に関する本、オススメの本

読書会『未来の年表 人口減少日本で
これから起きること』

5月17日（木）18:30-20:00

「これからの日本社会とどう向き合い創ってゆくのか考える」
読書会
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

世界で一番自分を愛して

読書会
（第23回人生に影響を与えた本シリーズ）

『伝えることから始めよう』 

5月9日（水）18:30-20:00

『伝えることから始めよう』読書会＆井戸垣潤さん
（TEDxOsakaU スピーカー）の体験談。
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

伝わるコミュニケーション

おはなし会サポーターによる
えほんよみきかせの会
5月13日（日）11:00-／15:00-

季節折々の話題や手遊び、パネルシアターなどなど盛りだくさ
んの内容でお届け！赤ちゃんから大人まで、楽しめますよ。
申込・問い合わせ｜申込不要

読書会『一瞬で幸せが訪れる 天国めがねの法則 』
（第27回人生に影響を与えた本シリーズ）

5月13日（日）11:00-13:00

一瞬で幸せが訪れる 天国めがねの法則 読書会

申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

一瞬で幸せが訪れる 

読書会『大切なことはみんな
ディズニーランドで教わった」

5月5日（土祝）11:00-13:00

『「働くってこんなに楽しくて素晴らしいことなんだ！」明日から
会社に行くのが楽しみになる』読書会
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

申込・問い合わせ｜申込不要・問い合わせまちライブラリーfacebook

働くこと

いろんなボードゲームが大集合！
大ボードゲーム大会！

第1週

5月5日（土祝）13:00-16:00（出入り自由）

もりのみやにいろんな種類のボードゲームが大集合！知らな
い人同士でも気軽に楽しめ、仲良くなれるのがボードゲーム
のいいところ。気になるもので遊んでみよう。

出版社  創業者再び大いに語る

第2週

第4週

Closing

第3週

5月7日（月）19:00-21:00

版元ドットコム西日本に所属する出版社が中心となり、本づく
りの舞台裏を語ります。本を作りたい、出版社をやってみたい
方必見です。当日は各社の展示即売ブースも予定！

読書会『世界でいちばん自分を愛して』
（影響本シリーズ）

5月5日（土祝）17:00-19:00

人生のすべてを好転させる「愛のコーヒーカップ」の法則　読
書会
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

世界で一番自分を愛して

見て楽しむコラージュ絵本・
作って楽しむコラージュアート
5月7日（月）11:00-12:30

紙を切り貼りして絵を仕上げていく『コラージュ』という技法
で作られた絵本をいくつか紹介し、コラージュの楽しさを体験
してもらいます。 申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook

主催｜楠優 ERICCO BOOK PROJEKT

コラージュ絵本オススメの本

読書会 『秘境駅へ行こう!』
（第28回人生に影響を与えた本シリーズ）

5月13日（日）15:30-17:00

『秘境駅を語る』読書会＆酒巻秀宜さん（「GREAT人在」採用
成功コンサルタント）体験談
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

秘境

読書会『バタフライ・エフェクト 世界を変える力』
（第29回人生に影響を与えた本シリーズ）

5月13日（日）17:30-19:00

あなたの小さな行為が世界を変える『バタフライ・エフェクト』
読書会
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

あなたが動けば、世界は変わる。

読書会『プレゼント』 スペンサー・ジョンソン著
（第31回人生に影響を与えた本シリーズ）

5月21日（月）18:30～20:00

人生に幸福と成功をもたらす“プレゼント”読書会

申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

プレゼント

クロージング
5月27日（月）18:30～20:00

ブックフェスタでイベントを実施した主催者が、その様子を紹
介します。イベントに参加できなかった方は、ぜひこの機会に
ご参加してください！
会場｜まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

「絵本のある子育て」―なぜ絵本？
5月17日（木）11:00-12:30

絵本のある子育ての魅力を司書でもある絵本講師がお伝え
します。

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜加藤なおこ

子どもに読んで楽しい絵本

誰も知らなかった古代史（ブックフェスタ特別版）
5月18日（金）18:30-20:00

誰も知らなかった古代史シリーズのブックフェスタ特別版とし
て、『発見された倭京ー太宰府都城と官道』の出版記念講演
会を開催します。

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook　
主催｜正木裕

歴史など

読んだふり読書会
5月18日（金）19:00-20:30

読んだことのある本を数冊ずつ持ち寄って、他の参加者が
持ってきた読んでもない本を、さも読んだかのように紹介し合
います。紹介時間は5分程度。

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook　
主催｜広瀬崇光（まちライブラリー＠中津ぱぶり家）

あなたが読んだことのある本

出張！みずうみ読書会
5月20日（日）14:00-16:00

谷町六丁目の「ことばを食べるカフェみずうみ」の読書会がも
りのみやで出張開催！少人数だからこその楽しさや深まりを
ぜひ体験してみませんか？特別に漢字クッキーを味わえます。

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook（定員６人）　
主催｜ことばを食べるカフェみずうみ

未定

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）
本を通じて仲間をつくる「大人のサークル活動」はじめませんか。

5/20○日

今年4年目を迎える「まちライブラリー＠OIC」では、5/20（日）に「いばらき×立命館デー」の開催と合わせて、
一箱古本市や、絵本の読み聞かせ、ワークショップなど気軽に参加いただけるイベントを開催します。
会場｜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
連絡先｜立命館大学OIC地域連携課　TEL:072-665-2550
※記載のないものは参加無料です。 ※5/20以外にもまちライブラリー＠OICでは様々なイベントを開催中！
詳細はP2を御覧ください。

小説やお子さまでも楽しめる本をはじめ、出店者のみなさんのとっておきの本を集めました。
あなたのお気に入りの1冊を探してみてください。●場所：まちライブラリー＠OIC前廊下

10:30-12:30｜ペンつかって色をたのしもう！

10:00-14:00

イベント＆
ワークショップ

一箱古本市

ペン、インクを使ってカリグラフィーを書いたり、ぬって、色を楽しんでみましょう。
道具貸出あり。 ●カタリスト：坪井なつみ　●参加費： 500円（カード代他）（部分参加可）

10:30～／11:30～｜ことばを楽しむおはなし会スペシャルおはなし会 おはなし ねっこぼっこさんによる、いつものおはなし会をスペシャルバージョンでお届け！
大きな絵本や紙芝居もあるよ！（各回20分程度）

12:30～14:00 ｜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」
現役パパがオススメの絵本を持ってきます。お日様の下で子どもと絵本の世界を楽みましょう！

13:00～14:00｜子育て・孫育て相談
子育てやお孫さんとの関わりの中で、ちょっと気になること気軽に相談してみませんか？
●カタリスト：松岡彰子（一般社団法人子育てサポートえん）

14:30～16:00｜読書会 読む＋（よむプラス） 
                         いろんな国の言葉で「はらぺこあおむし」をたのしもう
誰もが知っているこのおはなし、いろんな国のことばで読んでみませんか。
●カタリスト：金憲子

住所｜大阪府大阪市中央区森ノ宮中央二丁目1-70

連絡先｜06-6949-9222

詳細はP2を御覧ください。

●毎週土曜午後はFMCOCOLOの公開生放送実施中！（観覧自由）

植本祭以外にも、ブックフェスタ期間中には、まちライブラリー＠もりのみや   キューズモールにて、イベントが盛りだくさん！

スペシャルトーク

本をつくるってこういうことスペシャルトーク まちライブラリー＠
もりのみやキューズモール



このまちが好き！
いろんな企画があるからぜひ遊びにキテ！

まちライブラリーが始まった場所
まちライブラリー発祥の地、
天満橋を本を片手におさんぽしよう♪

　

ブックスポット同士がブックフェスタをきっかけに連携し、まち全体を盛り上げよう！と活動している地域があります。
そんな「このまち（地域）にぜひ来てほしい！」という人たちの強い思いがつまった企画を紹介します。

天

こ

橋

物語する芸術祭 in 空

このまちが好きだから、
宮こ テキ

満

掘

西チーム

ブックフェスタ期間中はISまちライブラリーにてISビル内の各まちライブラリーの様子を展示します。
・まちライブラリー＠住みよいまち＆絆研究所（問合せmachi-kizuna@iris.eonet.ne.jp）
・まちライブラリー＠クラップ　・まちライブラリー＠建築工事 櫟（らく）　・キャンディ・ライブラリー

空堀のまち全体を舞台にして、期間内に「物語」をテーマにした様々なアート作品の展示をはじめ、ワークショップ、
演劇・音楽・朗読会などの公演、期間限定まちライブラリーなどを実施するイベントです。地域文学賞『からほり「米俵」
文学賞』の２回目も実施。
開催期間：4/21（土）～5/6（日）詳細とスケジュールはウェブサイトからご確認ください。
http://karahorimonoart.strikingly.com/

西宮のあちこち、本と人に出会うことのできる場所を紹介します。
書店、まちライブラリーから公共図書館まで
気になるところにぜひ足を運んでみてください。

ISまちライブラリー

空堀ことば塾

ドーンセンター
情報ライブラリー

まちライブラリー＠イチハチ

エル・ライブラリー
（大阪産業労働資料館）

ことばを食べるカフェ みずうみ
コワーキングスペース往来

西宮市立北口図書館
西宮市立北部図書館

まちライブラリー
＠ほのぼの文庫

まちライブラリ＠Maimyshop

沿線コミュニティベース「スタジモにしのみや」

リトル書房まちライブラリー

子ども絵本文庫ぷくぷく
西宮市立中央図書館まちライブラリー

＠西宮アートサンク
まちライブラリー@津ながり

7 8

①無料 ②500円

沿線コミュニティベース「スタジモにしのみや」

無料

展示

まちライブラリー＠ほのぼの文庫

西宮市立北部図書館

西宮市立中央図書館

無料

無料

子ども絵本文庫ぷくぷく

①500円　②4000円　③両方参加4500円

500円

無料

300円

西宮市立北口図書館

まちライブラリ＠Maimyshop

まちライブラリー＠西宮アートサンク

まちライブラリ＠Maimyshop

3500円

無料

まちライブラリ＠Maimyshop

西宮市立中央図書館

2000円（お茶菓子ワンドリンク込）

無料

まちライブラリ＠Maimyshop

西宮市立中央図書館

ワークショップのみ500円（材料費）

各3000円

リトル書房まちライブラリー

まちライブラリ＠Maimyshop

500円

無料

まちライブラリ＠Maimyshop

まちライブラリー@津ながり

ドーンセンター情報ライブラリー

無料（カンパ歓迎）

エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館）

無料

ISまちライブラリー

無料

無料

まちライブラリー＠イチハチ

展示

展示

①スタジモに隠れた絵本の登場人物を探そう　②サイコロをふってオリジナル物語をつくろう
申込・問い合わせ｜http://stajimo.jp/?page_id=3118　主催｜沿線コミュニティベース「スタジモにしのみや」

①あの人気者を探せ！　②お話サイコロで物語づくり

住所｜西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ5階　阪急西宮ギャラリー内　
問い合わせ｜0798-78-2753　開館時間｜10：00～21：00

①5月1日（火）～5月27日（日）　②5月19日（土） 10:30～12:00

期間中、NHKで放送されている朝ドラの特集棚を設置しております。幼児さんから小学生まで対象のおはなし会です。お買いものついでにどうぞ。

朝ドラ特集

問い合わせ｜0798-61-1373　開館時間｜ 月～金　9:00～17:30

住所｜西宮市中前田町1-23　地域共生館ふれぼの 2F

住所｜西宮市川添町15-26
問い合わせ｜0798-33-0189　開館時間｜ 火～金9:30-19:00　土日祝9:30-18:00　月（4/30除く)5/１・5/3休

やさいの本や大型絵本の読み聞かせのあと、やさいのスタンプを紙袋にぺったん！
オリジナルのバッグをつくろう！
会場｜西宮市立北部図書館前ロビー　主催｜西宮市立北部図書館

申込・問い合わせ｜当日先着順（15分前受付・定員15名）申込・問合せ下記

問い合わせ｜0797-61-1706　開館時間｜9:30-18:00　月（4/30除く)5/１・5/3休
住所｜西宮市名塩新町１番地 西宮市塩瀬センター２階

5月中　月～金　9:00-17:30

4月6日（金）～6月6日（水） 開館時間内

著名人の直筆を写真で紹介する展示と、図書館員が選んだ装丁が素敵な本を紹介するブックフェア。
申込・問い合わせ｜申込不要　主催｜西宮市立中央図書館

申込・問い合わせ｜申込不要　主催｜まちライブラリー＠ほのぼの文庫申込・問い合わせ｜申込不要　主催｜子ども絵本文庫ぷくぷく

展示「あの人の直筆」＆ブックフェア「私のイチオシ！ブックデザイン」

やさいスタンプで図書館バッグをつくろう♪
5月27日（日）11:00-11:30

5月27日（日）16:00-16:30

おはなし会

問い合わせ｜コープこうべ第2地区活動本部 0798-67-8927　開館時間｜火木金11:00～15:00　土13:00～16:00

住所｜西宮市今津社前町8-10　コープ西宮南店内

先生おすすめの絵本の読み聞かせと 絵本の世界で先生となんでもおしゃべりするお茶会です。
申込・問い合わせ｜http://maimyshop.com/contact/　主催｜まちライブラリ＠Maimyshop

ふわはね絵本の読み聞かせ×絵本のおしゃべり会

5月25日（金）①10:30～11:00 よみきかせ ②11:00～14:00絵本のおしゃべり会

5月25日（金）15:00-17:00

おもしろブックマークをデザインしよう！

第24回ビブリオバトル in にしのみや

問い合わせ｜0798-69-3151　開館時間｜火～金9:00-20:00　土日祝9:00-18:00　月（4/30除く)5/１・5/3休
住所｜西宮市北口町1-2 ACTA西宮東館５館　

5月20日（日）14:00-15:30

5月21日（月）10:30-12:00

絵本の読み聞かせとトイレットペーパーでこいのぼりを作ります。

おはなしボランティアのみなさんが、主に小学生を対象に、絵本や紙しばいの読み聞かせを行います。

申込・問い合わせ｜http://maimyshop.com/contact/　主催｜まちライブラリ＠Maimyshop

申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記　会場｜西宮市立中央図書館　児童室おはなしコーナー　
主催｜西宮市立中央図書館

子育て広場@まちライブラリ＠Maimyshop

住所｜西宮市上鳴尾町22-38　問い合わせ｜info＠maimyshop.com　開館時間｜イベント時のみ

読書がたのしくなる、見た目に楽しいおもしろしおりを作りましょう。
申込・問い合わせ｜espace.de.collage@gmail.com　http://nishinomiya-artcinq.jp/　会場｜art co�eeeゑ　
主催｜NPO西宮アートサンク

住所｜西宮市馬場町1-22　問い合わせ｜0798-36-7000　開館時間｜11:00～17:00(一般開放日はHP参照）

住所｜西宮市上鳴尾町22-38　問い合わせ｜info＠maimyshop.com　開館時間｜イベント時のみ

絵本×アイシングコラボレッスン

住所｜西宮市上鳴尾町22-38　問い合わせ｜info＠maimyshop.com　開館時間｜イベント時のみ

5月20日（日）10:00-11:30

5月20日（日）14:00-14:30

小学生向けおはなし会

開館時間｜火～金9:30～19:00　土日祝9:30～18:00　月(4/30除く)5/１・5/３休
住所｜西宮市川添町15-26　問い合わせ｜0798-33-0189

暮らしの本シェア会

住所｜西宮市上鳴尾町22-38　問い合わせ｜info＠maimyshop.com　開館時間｜イベント時のみ

開館時間｜火～金9:30-19:00　土日祝9:30-18:00　月（4/30除く)5/１・5/3休
住所｜西宮市川添町15-26　問い合わせ｜0798-33-0189

5月18日（金）10:00-12:00

5月18日（金）11:00-11:30

おはなしボランティアのみなさんが、0～2歳児とその保護者を対象に、親子で楽しめる絵本の
読み聞かせや手遊びを行います。
会場｜西宮市立中央図書館　2階講座室　主催｜西宮市立中央図書館

申込・問い合わせ｜当日9:30～整理券配布（先着20組）、問い合わせ下記

申込・問い合わせ｜http://maimyshop.com/contact/　主催｜まちライブラリ＠Maimyshop

0～2歳児とその保護者向けおはなし会

ライフスタイルにまつわる本を読みあい内容をシェアしましょう。
住まいや暮らしにまつわる本

申込・問い合わせ｜http://maimyshop.com/contact/　主催｜まちライブラリ＠Maimyshop

お弁当にまつわる絵本の読み聞かせとアイシングクッキーをつくってもらいます。
お弁当絵本

会場｜西宮市立北口図書館AVホール　主催｜西宮市立北口図書館
申込・問い合わせ｜観覧申込不要・発表者のみ事前申込要（https://www.shinsei.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/dform.do?acs=bibliobattlenishinomiya)

「アフリカ」をテーマにおすすめの本を持ちよって、知的書評合戦を繰り広げます。

ノーブスミーさんの新刊発売を記念して、絵本弾ききかせと、しかけ絵本ワークショップを行います。

パパとママのための読書体験会 読書にチャレンジ！自分の視野を広げよう。（両日同じ内容です）

申込・問い合わせ｜ワークショップのみ要事前申込（各回定員６組）、申込先下記
主催｜リトル書房まちライブラリー

申込・問い合わせ｜http://maimyshop.com/contact/　主催｜まちライブラリ＠Maimyshop

ノーブスミーさん　絵本弾ききかせ＆ワークショップ

住所｜西宮市甲子園六番町2-9　問い合わせ｜0798-61-1717　開館時間｜10:00～20:00

住所｜西宮市上鳴尾町22-38　問い合わせ｜info＠maimyshop.com　開館時間｜イベント時のみ

5月13日（日）①11:00～12:30 ②14:00～15:30

5月17日（木）、26日（土）10:00-12:00

パパとママのための読書会 テーマ本 LIFE SHIFT

【LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略】リンダ・グラッドン アンドリュースコット著

パパとママのための読書体験会 読書にチャレンジ！自分の視野を広げよう。
申込・問い合わせ｜http://maimyshop.com/contact/　主催｜まちライブラリ＠Maimyshop

パパとママのための読書体験会

住所｜西宮市上鳴尾町22-38　問い合わせ｜info＠maimyshop.com　開館時間｜イベント時のみ

5月10日（木）10:00-11:30

5月13日（日）10:00-16:00

読まなくなった本を持ち寄って、好きな本をお持ち帰り。

申込・問い合わせ｜申込不要　会場｜“津ながり”の隣り“子ども絵本文庫ぷくぷく”　住所｜西宮市今津社前町8-10
主催｜まちライブラリー＠津ながり

くるくる津ながり 交換会

読みたい本を持参ください。こちらでもいくつか選書予定です。

問い合わせ｜090-8209-7251（市橋携帯）0798-67-8927（コープこうべ第2地区活動本部）
住所｜西宮市今津社前町8-10　開館時間｜9:30～21:00

申込・問い合わせ｜m-nishiyama@1to8.co.jp　主催｜まちライブラリー＠イチハチ

処分したいような、
したくないような雑誌

5月8日（火）9:30～10:00朝の読書　雑誌のごくよう

おすすめ本を紹介しあって、読みましょう。テーマ詳細はまちライブラリー
＠イチハチFacebookページにて。

捨てる前に最後の一読。感謝を込めて。

おすすめ本

5月1日（火）、15日（火）、22日（火）9:30～10:00朝の読書タイム

問い合わせ｜06-7896-6373　開館時間｜イベント時のみ
住所｜大阪市中央区船越町1-5-1サンゼンハイツ３Ａ

問い合わせ｜06-6910-8616　開館時間｜火～土 9:30～21:30　日祝　9:30～17:00

住所｜大阪市中央区大手前1-3-49

竹中恵美子さんをお招きして、著作の紹介や思い出話を語っていただきます。
気軽なトーク会です。
申込・問い合わせ｜lib@shaunkyo.jp　主催｜エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館）

問い合わせ｜06-6947-7722　開館時間｜火～土 10:00 ～17:00 第1・3金曜は～20:00　祝休

5月13日（日）14:00～17:00

著者に会おう！　竹中恵美子文庫の紹介

住所｜大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか4階

竹中恵美子文庫の紹介

ドーンセンター情報ライブラリーに設置されている竹中恵美子文庫とエル・ライブラリー内所
蔵資料を展示紹介。

4月28日（土）～5月27日（日）開館時間と同じ

ドーンと公開！「女たちのミニコミ」コレクション
4月28日（土）～5月27日（日）開館時間と同じ

女性たちの活動から生まれたミニコミ誌を展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要　主催｜【企画運営】ドーン運営共同体

“平熱のおもてなし” （※ボランティア運営日）

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル3階
問い合わせ｜06-6809-3152
開館時間｜月 14:00～21:00　火水10:00～18:00　
木金 10:00～21:00　土 10:00～17:00

5月5日(土祝)、12日（土）、19日（土）、26日（土）10:00～17:00

アートワークショップ・本の遊び・読み聞かせを予定。一緒に楽しみましょう！
※飛び入りOK
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記

ことばを食べるカフェ みずうみ
住所｜大阪市中央区谷町6-5-26 複合文化施設 萌(ho)2F
問い合わせ｜mail：mail@mizuumi-plan.com　tel：080-4391-4911
開館時間｜11:00～21:00 （11:00～15:00 無人オープン） 水休

空堀ことば塾
住所｜大阪市中央区谷町六丁目17-11　 
問い合わせ｜mail:info@karahori.jp web:https://www.karahori.jp/
開館時間｜14:00～17:00 

コワーキングスペース往来
住所｜大阪市中央区谷町6-5-26 複合文化施設 萌(ho)2F 
問い合わせ｜06-6796-8834
開館時間｜11:00～19:00　水休

申込・問い合わせ｜申込不要　主催｜エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館）

ブックフェスタ期間 定例開催



本を持ってイベントに参加しよう！
143ヶ所のブックスポットで開催される、282件のイベントを一覧にしました。
各枠ではイベント情報とスポット情報（開館時間：見学などができる時間帯を記載）を
紹介しています。

※イベントには事前に申込が必要なものもあります。まちライブラリーfacebookイベントページから詳細をご確認の上、お申込みください。
※ここキテエリア、まちライブラリー＠もりのみやキューズモール開催のイベントは、こちらの一覧には入っていません。

マークはそれぞれのテーマに関連した本をみんなで持ち寄るイベントです。本がなくても気軽に参加できます。

本といい
岸 田和

説明しきれない奥深い魅力や意外性が
岸和田にはあふれています。
個性的で知れば知るほどおもしろい。
そんな岸和田でホンと人に出会うことのできる
「ホンといい場所」を紹介します。

岸和田市立図書館

岸和田市立福祉総合センター
ころころはうす

岸和田市立八木図書館

岸和田市立
桜台図書館 岸和田市立

山直図書館

岸和田市立
まちづくりの館

岸和田市立春木図書館

岸和田市立旭図書館

9 10

※イベントは日程順に並んでいます。
※展示企画は後半にまとめて掲載しています。

実費

大吉堂

無料

無料（ただし、昼食等は実費）

岸和田市立旭図書館

無料

無料

大阪市立城東図書館

HONUCOFFEE

実費

みつばち古書部

500円

まちライブラリー＠ビーハイブホステル大阪

大阪市立平野図書館

無料

大阪市立北図書館

無料

大阪市立港図書館

無料

大阪市立中央図書館

無料

大阪市立天王寺図書館

無料

大阪市立阿倍野図書館

無料

大阪市立此花図書館

無料

大阪市立住吉図書館

無料

1ドリンク

無料無料

岸和田市立図書館岸和田市立図書館

無料

無料

岸和田市立図書館

岸和田市立図書館

無料

無料

ころころはうす

岸和田市立山直図書館

岸和田市立福祉総合センター

岸和田市立まちづくりの館

無料

無料

無料

無料

岸和田市立桜台図書館

岸和田市立八木図書館

無料

無料

岸和田市立図書館

岸和田市立図書館

絵本の読み聞かせをします。また、ワンコに絵本の読み聞かせ
をするワークショップ等。犬同伴OK。
申込・問い合わせ｜tss7rose@gmail.com
主催｜TSS研究所

絵本、犬、写真 商店街にある古本屋の店先に本好きが集まり、オススメの本
を並べる古本市を開催します。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
会場｜王子商店街　大吉堂店先
主催｜大吉堂

王子の店先古本市

オススメの本

住所｜大阪市阿倍野区王子町3-4-4
問い合わせ｜daikichidou@gmail.com
開館時間｜11:00-19:00

4月29日（日）11:00-16:00

絵本コーナーで、絵本の読み聞かせや手遊びを子どもと一緒に楽しみましょう。
（乳幼児向け）
申込・問い合わせ｜申込不要　会場｜岸和田市立旭図書館絵本コーナー　主催｜岸和田市立旭図書館

小さなおはなし会「きりたくんといっしょ！」

問い合わせ｜072-428-6200　開館時間｜平日10:00-20:00　土日祝10:00-18:00　月休
住所｜岸和田市土生町4-3-1（リハーブ3階）

5月2日（水）9日（水）16日（水）23日（水）10:30-11:00

5月5日（土祝）13:30-16:30、6日（日）10:00-16:00

その地域の由来や謎を史料で解き明かし、 Wikipediaで情報発信します。

申込・問い合わせ｜kishiwadasta�@center.wakayama-u.ac.jp
会場｜岸和田市立図書館（5/5）・岸和田市立八木市民センター（5/6）
主催｜泉州らへんでオープンデータとGISを楽しむ会（仮）　協力｜和歌山大学岸和田サテライト

久米田の道、未知を探れ！－久米田探訪編－

地域

愛

住所｜大阪市平野区平野東1-8-2
問い合わせ｜06-6793-0881
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

うたや音楽に合わせて、多彩なプログラムがくりひろげられま
す。わくわく楽しい催しです。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立平野図書館

城東絵本の会のみなさんによる大型絵本の読み聞かせやパ
ネルシアターなど楽しいプログラムがいっぱい！
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立城東図書館

【子ども読書の日記念事業】
 春の子ども会

住所｜大阪市城東区中央3-5-45
問い合わせ｜06-6933-0350
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

住所｜大阪市東住吉区西今川2-16-2
問い合わせ｜tss7rose@gmail.com
開館時間｜イベント時のみ

4月29日（日）14:00-15:00
昭和町に「一箱二宮君」出没！出会えたらラッキーです。（出
展希望の場合は500円〈申込は居留守文庫まで、〆切4/9〉）
申込・問い合わせ｜irusubunko@gmail.com
会場｜阿倍野区昭和町近辺
主催｜居留守文庫

同時多発的市街古本市［一箱二宮君］

住所｜大阪市阿倍野区昭和町1-6-3
問い合わせ｜06-6654-3932（居留守文庫）
開館時間｜不定

4月29日（日） 随時

台湾のお勧めの場所を紹介しあい、旅行のプランを考えま
しょう！台湾のお茶やお菓子もご用意します。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜ビーハイブホステル大阪

台湾旅行のプランをみんなで作ろう！

住所｜大阪市中央区南船場1-8-17
問い合わせ｜beehivehostelosaka@gmail.com
開館時間｜16:00-22:00

4月30日（月・祝）14:00-16:00

上町台地タイムトリップ古写真に写る町並みや人物、風景か
ら大阪上町の生活文化について語り合います。
申込・問い合わせ｜machi-kizuna@iris.eonet.ne.jp
会場｜大阪上本町近鉄百貨店文化サロン
住所｜大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄百貨店上本町店10F
主催｜住みよいまち＆絆研究所、おおさかKOMO

上町台地、大阪の暮らし･生活文化、
大阪の神社仏閣、街道など

上町台地タイムトリップ
まちの思い出サロン（予定）
4月29日（日）15:00-17:00

「ななの絵本」
ワンワンも一緒に絵本の読み聞かせっ。
4月28日（土）14:00-16:00

【子ども読書の日記念事業】
キッズシアターかみふうせんのおたのしみ会
4月28日（土）10:30-11:30

住所｜大阪市北区本庄東3-8-2
問い合わせ｜06-6375-0410
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

子どもも大人も一緒に、絵本の読み聞かせやエプロンシア
ター、手遊びなどを楽しみましょう。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立北図書館　2階読書室
主催｜大阪市立北図書館

【子ども読書の日記念事業】
春のおたのしみ会
4月28日（土）11:00-12:00

住所｜大阪市港区弁天2-1-5
問い合わせ｜06-6576-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

幼児と保護者・小学生を対象にしたたのしいこども会です。春
にちなんださまざまなおはなしをします。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜港区民センター　2階橘
主催｜大阪市立港図書館

【子ども読書の日記念事業】
春のこども会
4月30日（月・祝）10:30-11:30

住所｜大阪市西区北堀江4-3-2
問い合わせ｜06-6539-3326
開館時間｜火～金9:15-20:30　土日祝9:15-17:00　第1・3木休

「おはなしの会まじょ魔女」のみなさんによる特別なおたのし
み会です。楽しい大型絵本をたくさん読みます。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立中央図書館　5階中会議室
主催｜大阪市立中央図書館

【子ども読書の日記念事業】
まじょ魔女のわくわくおはなし会
4月30日（月・祝）14:00-15:00

住所｜大阪市天王寺区上之宮町4-47
問い合わせ｜06-6771-2840
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

幼児から小学生とその保護者を対象に楽しい絵本・紙芝居・
おはなしなどをします。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立天王寺図書館　2階集会室
主催｜大阪市立天王寺図書館

【子ども読書の日記念事業】
ぼちぼちのおはなし会
4月28日（土）15:00-15:45

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118
問い合わせ｜06-6656-1009
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

子ども読書の日の前後の土曜日に、3回シリーズで拡大版お
たのしみ会を実施します。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立阿倍野図書館　多目的室
主催｜大阪市立阿倍野図書館

【子ども読書の日記念事業】
大きなおおきなおたのしみ会2
4月28日（土）11:00-12:00

住所｜大阪市此花区四貫島1-1-18
問い合わせ｜06-6463-3463
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

子どもたち集まれ！絵本や紙芝居を楽しんでみんな友達にな
ろう！
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立此花図書館

【子ども読書の日記念事業】
春の子ども会
4月28日（土）11:00-11:30

住所｜大阪市住吉区南住吉3-15-57
問い合わせ｜06-6606-4946
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

図書ボランティアによる絵本やおはなしなどの楽しい会です。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立住吉図書館

【子ども読書の日記念事業】
春のおはなし大会 午前の部・午後の部
4月28日（土）11:00-12:00・15:00-16:00

大阪市

EVENT SCHEDULE

大阪市 大阪府 兵庫県 奈良県 徳島県

絵本研究者、正置友子さんをお招きして、絵本は子どもたちの心に何を育てているのか、一緒
に考えてみましょう。
申込・問い合わせ｜下記　会場｜岸和田市立図書館3階自習室　主催｜岸和田市立図書館、岸和田みんなの図書館を考える会

講演会「絵本で育てる子どもの心」

住所｜岸和田市岸城町1-18　問い合わせ｜072-422-2142　開館時間｜10:00～18:00 月祝休（5/5は除く）

5月20日（日）14:00-16:305月19日（土）14:00-16:00

大好きな音楽をBGMに、大好きな音楽に関する本をシェアしましょう。ジャンルはなんでもOKです。
申込・問い合わせ｜下記　会場｜岸和田市立図書館１Fフロア　主催｜岸和田市立図書館

Libraryで、Liveあり？～図書館で音楽を楽しむ～

音楽

住所｜岸和田市岸城町1-18　問い合わせ｜072-422-2142　開館時間｜10:00～18:00 月祝休（5/5は除く）

岸和田出身の編集者、江弘毅さんと大阪本について語りながら、大阪・泉州の魅力につい
ても話をしましょう。ブックフェスタ期間中、図書館で「大阪本」の展示もしています。

申込・問い合わせ｜下記　会場｜岸和田市立図書館３階視聴覚室　主催｜岸和田市立図書館

大阪本と言えば？～江弘毅さんと「大阪本」について語ろう～

住所｜岸和田市岸城町1-18　問い合わせ｜072-422-2142　開館時間｜10:00～18:00 月祝休（5/5は除く）

５月27日（日）14:00-16:00

5月６日（日）13:30-16:00、5月24日（木）16:00-16:30

ボランティア「みなみちゃんとおはなしたい」のイメージキャラクターみなみちゃんが、イベントに
参加してレポートします。
申込・問い合わせ｜下記　主催｜岸和田市立図書館

旅するみなみちゃん～イベントレポート～

住所｜岸和田市岸城町1-18　問い合わせ｜072-422-2142　開館時間｜10:00～18:00 月祝休（5/5は除く）

ふっと肩の力を抜いて ブックタイムカフェ

住所｜岸和田市野田町1-8-8　問い合わせ｜072-477-4776　開館時間｜10:00～15:00

住所｜岸和田市三田町715－1 山直市民センター内　問い合わせ｜072-441-7575　
開館時間｜10:00～18:00　月休

5月1日（火）10:00-15:00

５月12日（土）10:00-12:00

本を通じて認知症への理解を深め、専門家の話も聞きながらまちづくりについて考えます。
申込・問い合わせ｜下記　会場｜岸和田市立福祉総合 センター ２階研究室２　主催｜社会福祉協議会

本を通じて語り合おう、認知症のこと

認知症について学ぶ

景観にまつわる本を持ち寄って、岸和田らしい景観について話をしましょう。
※ブックフェスタ期間中、岸和田市立図書館にて「岸和田まちなみ今昔写真展」を開催します。

申込・問い合わせ｜kokoro@city.kishiwada.osaka.jp　会場｜岸和田市立まちづくりの館　住所｜岸和田市本町8-8
主催｜岸和田市

景観、まちづくり

気軽にふらっとた立ち寄れる空間で、本の情報や子育ての情報を共有しましょう。
申込・問い合わせ｜申込不要　会場｜ころころはうす　主催｜ＮＰＯ法人ここからkit

子育て

大阪

住所｜岸和田市野田町1-5-5　問い合わせ｜072-430-3366　開館時間｜8:45～20:50　水休

住所｜岸和田市本町8ｰ8　開館時間｜イベント時のみ
問い合わせ｜kokoro@city.kishiwada.osaka.jp

幼児～小学校低学年向けに絵本の読み聞かせや紙芝居、工作などをします。
申込・問い合わせ｜申込不要　会場｜山直市民センター1階児童保育室　主催｜岸和田市立山直図書館

さわらび文庫のおはなし会
5月26日（土）14:00-15:00

5月26日（土）14:00-16:00

景観の日（６月１日）の前後は景観ＷＥＥＫ！

乳幼児向けのおはなし会です。絵本の読み聞かせやわらべうたを一緒に楽しみましょう。
申込・問い合わせ｜申込不要　会場｜岸和田市立桜台市民センター 1階大会議室　主催｜岸和田市立桜台図書館

だっこでおはなし会 at さくらだい

住所｜岸和田市下松町4-17-1 桜台市民センター内　問い合わせ｜072-428-9230　開館時間｜10:00～18:00 月休

5月17日（木）10:30-11:00

5月24日（木）16:00-16:30

幼児～小学生向けのおはなし会です。紙芝居やストーリーテリングを楽しみましょう。

おすすめの本を持ち寄って、一番読みたくなったを決めるゲームです。
テーマは母の日にちなんで「愛」です。

申込・問い合わせ｜申込不要　会場｜岸和田市立八木図書館絵本コーナー　主催｜岸和田市立八木図書館

申込・問い合わせ｜問合せ下記　会場｜岸和田市立図書館 1階フロア　主催｜岸和田市立図書館

めぇーとくんのおはなしひろば

住所｜岸和田市池尻町339-2 八木市民センター内　問い合わせ｜072-443-6849　開館時間｜10:00～18:00 月休

カウンターでの貸出体験や本の装備、書庫探検など図書館の仕事を体験してみましょう。
申込・問い合わせ｜下記　会場｜岸和田市立図書館　主催｜岸和田市立図書館

こどもの日イベント 図書館員になってみよう ！

住所｜岸和田市岸城町1-18　問い合わせ｜072-422-2142　開館時間｜10:00～18:00 月祝休（5/5は除く）

5月5日（土祝）10:30-12:00

5月13日（日）14:00-16:00

ビブリオバトルin岸和田市立図書館

住所｜岸和田市岸城町1-18　問い合わせ｜072-422-2142　開館時間｜10:00～18:00 月祝休（5/5は除く）




