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まちライブラリー＠北浜キタリシテ

無料

まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ

無料

大阪市立東淀川図書館

無料

よどまちライブラリー

無料

まちライブラリー＠ぐうたら文庫

1,500円

まちライブラリー＠北浜キタリシテ

まちライブラリー＠北浜キタリシテ大阪市立旭図書館

まちライブラリー＠北浜キタリシテ

“はちみつとフリーペーパーのお店”「はっち」まちライブラリー＠北浜キタリシテ

2,000円

1,000円

無料

無料

無料

大阪市立阿倍野図書館

無料

大阪市立淀川図書館

無料

大阪市立港図書館

無料

大阪市立東成図書館

まちライブラリー＠いのこうの家

無料

大阪市立東住吉図書館

無料

大阪市立都島図書館

無料

大阪市立中央図書館

まちライブラリー＠大阪府立大学

無料

まちライブラリー＠大阪府立大学

500円
（小学生以下は無料）

500円
（お茶とお菓子と資料代）

まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキキャンディ・ライブラリー

2,000円

キャンディ・ライブラリー

2,000円

キャンディ・ライブラリー

まちライブラリー＠北浜キタリシテ

500円
（小学生以下は無料）

まちライブラリー＠北浜キタリシテ

1,000円

まちライブラリー＠PapaHemingway

ドリンクまたは
おつまみ1オーダー

まちライブラリー＠PapaHemingway

ドリンクまたは
おつまみ1オーダー

500円
（1ドリンク付）

500円
（茶菓付）

500円
（小学生以下は無料）

まちライブラリー＠種ノ箱

800円
（日本茶＆茶菓子付）

“はちみつとフリーペーパーのお店”「はっち」

500円（はちみつの
小菓子と飲み物つき）

500円
（お茶と茶菓子と紙代）

心斎橋 C Flat まちライブラリー

500円
（ドリンク付）

ワークショップ
参加の場合有

まちライブラリー＠北浜キタリシテ

1,500円

500円
（小学生以下は無料）

大阪市立鶴見図書館まちライブラリー＠エコスペースゆう

500円
（お茶付き）

自分の好きな童謡や唱歌の歌詞を紹介し、その歌を使って
歌ったりゲームをしたり楽しみましょう。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

童謡や唱歌を読んで歌おう

童謡、唱歌、詩、朗読、音楽

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12　Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント時、他要問合せ

5月3日（木・祝）11:00-12:00

野内花峰（助太刀屋十八番）さんによる殺陣（たて）のお話と
殺陣の体験講座です。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

日本の伝統芸能～殺陣の世界へ～

殺陣、刀、武器、日本文化

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12　Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント時、他要問合せ

5月3日（木・祝）13:00-14:30

高低差学会副会長・大阪ぶらら所属の大西氏と、天王寺を
護る７つの結界を文献を片手に巡ります。
申込・問い合わせ｜tss7rose@gmail.com
会場｜四天王寺前夕陽ヶ丘駅大日側ホーム　南改札前集合
主催｜TSS研究所

「四天王寺七宮巡り」まち歩き

地図、歴史の本、寺社仏閣の本

5月4日（金・祝）13:00-16:00

お酒を片手にのんびり読書体験！！好きな時間でお好きなス
タイルで読書をお楽しみください。
申込・問い合わせ｜info@papahemingway.bar
主催｜Papa Hemingway

本とお酒を楽しもう！！のんびり読書編

本とお酒

住所｜大阪市北区曾根崎新地1-3-10　北新地山忠ビル2号館5階
問い合わせ｜06-6345-0375
開館時間｜17:30～24:00※開店前の下記時間で見学希望の場合は、来店の
1時間前くらいにお電話で要確認。　月～金14時～17時（開店前の時間）

5月3日（木・祝）14:00-22:00

「本とお酒」をテーマに語ろう！！本とお酒についてのエピソー
ドなど、こだわりやおもしろ話をお聞かせください。
申込・問い合わせ｜info@papahemingway.bar
主催｜Papa Hemingway

本とお酒を楽しもう！！イベント編

本とお酒

住所｜大阪市北区曾根崎新地1-3-10　北新地山忠ビル2号館5階
問い合わせ｜06-6345-0375
開館時間｜17:30～24:00※開店前の下記時間で見学希望の場合は、来店の
1時間前くらいにお電話で要確認。　月～金14時～17時（開店前の時間）

5月3日（木・祝）17:00-19:00

「旅する本たち」企画で、旅をさせる本を持ち寄ろう！
申込・問い合わせ｜bukutabi@gmail.com
会場｜まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ
主催｜ぶくたび舎

ぶくたび会～旅する本たち～

旅をさせたい本

住所｜大阪市中央区北浜1-1-18　忠次郎ビル3階
問い合わせ｜06-6231-6710
開館時間｜イベント時のみ

4月30日（月・祝）18:30-20:30

各自がおススメ本を持ち寄って、その魅力を語りあいましょう。
本は私物でも図書館の本でもかまいません。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立東淀川図書館

読書交流会

おすすめ本

住所｜大阪市東淡路1-4-53
問い合わせ｜06-6323-5476
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月10日（木）10:00-12:00

語りたい大切な一冊を持ち寄って本を通じて語り合いましょ
う。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜よどまちライブラリー

植本祭＠よどまちライブラリ― 

いのち

住所｜大阪市東淀川区豊新4-26-3
問い合わせ｜06-6328-2112
開館時間｜平日9:00～17:00

絵本=こどもの本ではありません！オトナの視点からチョイス
した絵本を持ち寄り、そのツボを語り合います。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立旭図書館

絵本

住所｜大阪市旭区中宮1-11-14
問い合わせ｜06-6955-0307
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月12日（土）14:00-16:00

好きな本、おすすめの本を持ちよって紹介しあう催しです。

申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立鶴見図書館

読書交流会

おすすめの本

住所｜大阪市鶴見区横堤5-3-15
問い合わせ｜06-6913-0772
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月2日（水）10:15-12:15

大きな紙にいっぱいらくがきしよう！絵本の読み聞かせもする
よ！よかったら遊びに来てね。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜まちライブラリー＠ぐうたら文庫

ぐうたら文庫のらくがき天国+α（プラスアルファ）

自分の好きな本

住所｜大阪市住吉区
問い合わせ｜hachimamakko@yahoo.co.jp
開館時間｜365日24時間のぞいていただける巣箱図書館です

5月13日（日）お昼ごはん前からおやつの時間が終わるくらいまで

身近で体験した怪異な出来事「怪談」を語り合いましょう。ナ
ビゲーターは中島浩光氏。聴くだけでもOK。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

怪を語る宵

怪談、怪異、日本文化

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12　Y'sピア北浜 5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント時、他要問合せ

5月12日（土）18:00-20:00

自分の好きな童謡や唱歌の歌詞を紹介し、その歌を使って
歌ったりゲームをしたり楽しみましょう。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

童謡や唱歌を読んで歌おう

童謡、唱歌、詩、朗読、音楽

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12　Y'sピア北浜 5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント時、他要問合せ

5月12日（土）15:00-16:30

自分の好きな童謡や唱歌の歌詞を紹介し、その歌を使って
歌ったりゲームをしたり楽しみましょう。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

童謡や唱歌を読んで歌おう

童謡、唱歌、詩、朗読、音楽

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12　Y'sピア北浜 5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント時、他要問合せ

5月11日（金）15:00-16:30

好きな一文を語り合い、参考書を元に表現について学びま
す。
申込・問い合わせ｜takiho@chaai.info
主催｜鍋ラボ・種ノ箱

コトバーベル～言葉の筋トレ

好きな一文が載っている本

住所｜大阪市天王寺区空堀町11-8露地再生複合施設「宰（つかさ）」2F「種ノ箱」
問い合わせ｜06-7177-8759／takiho@chaai.info
開館時間｜イベント開催時のみ

5月11日（金）19:30-22:00

鉄道の本やフリーペーパーでコトコトおしゃべり。まちあるき
も。
申込・問い合わせ｜tgirls.from.tkn48@gmail.com （代表：磯勝己）
主催｜T-Girls from TKN48

鉄道と本 koto.coto.＠はっち

鉄道

住所｜大阪市北区中津5丁目4-21
問い合わせ｜eleven1974@hotmail.com
開館時間｜火・木20:00-

5月12日（土）11:00-16:00

海外映画や海外ドラマのオススメを紹介し合う会です。オス
スメ作品のDVDや関連グッズがあればお持ちください。
申込・問い合わせ｜freespace.cflat@gmail.com
主催｜心斎橋 C Flat まちライブラリー

海外映画・ドラマ好き お茶会

海外映画・海外ドラマ

住所｜大阪市中央区南船場3-10-28　中村興産ビル2F
問い合わせ｜freespace.cflat@gmail.com／06-6241-0246
開館時間｜火～土12:00-21:00　日祝12:00-17:00 (貸切イベントがある場合は見学不可）

5月12日（土）13:00-14:30

ノーベル賞受賞者も愛読!!立川文庫を生んだ玉田玉秀斎の
物語を講談で語ります。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

立川文庫を生んだ玉田玉秀斎の物語（講談会）

立川文庫、文庫、講談、猿飛佐助、日本文化

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12　Y'sピア北浜 5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント時、他要問合せ

5月11日（金）19:00-20:30（開場18:30）

全国から送っていただいたフリーペーパー紹介するWEB番
組「はっちチャンネル」拡大収録を開催。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜「本と人の物語」一般社団法人ワオンプロジェクト

はっちチャンネルスペシャル

フリーペーパー、フリーマガジン

住所｜大阪市北区中津5丁目4-21
問い合わせ｜eleven1974@hotmail.com
開館時間｜火・木20:00-

5月10日（木）20:00-22:00

自分の好きな童謡や唱歌の歌詞を紹介し、その歌を使って
歌ったりゲームをしたり楽しみましょう。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

童謡や唱歌を読んで歌おう

童謡、唱歌、詩、朗読、音楽

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12　Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント時、他要問合せ

5月1日（火）11:00-12:00

平岡珈琲店三代店主・小川流水（居合道師範）さんによる甲
冑の話とレプリカの甲冑に触れる体験講座です。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

甲冑の変遷の紹介と甲冑のレプリカに触れる

甲冑、武具、武士、戦国時代、日本文化

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12　Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント時、他要問合せ

5月1日（火）13:00-15:00

初心者のためのフラワーエッセンス入門
5月9日（水）①11:00-12:30 ②18:00-19:30

この絵本がわたしのツボ!!
おとなの絵本読書会
5月12日（土）（予定）14:00-16:00

おさんぽした後に集まってお茶しながら、うた詠みをする会で
す。
申込・問い合わせ｜takiho@chaai.info
主催｜秋保強（日本茶インストラクター）

小旅行、もしくはオススメの本

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41　南海なんば第1ビルI-siteなんば3階
問い合わせ｜opu-lib@ao.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00　※5/3～5/5休

おさんぽして、ゆるゆるお茶しながら、
うた詠み会
5月12日（土）14:00-16:00

読書会『伝えることから始めよう』 
（第23回人生に影響を与えた本シリーズ）

5月1日（火）18:30-20:00

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

伝わるコミュニケーション

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41　南海なんば第1ビルI-siteなんば3階
問い合わせ｜opu-lib@ao.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00　※5/3-5/5休

レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会
5月9日（水）19:00-20:30

中之島公園のバラ園を見下ろすビルの一室は資料館なのか、
仕立屋なのか？特別公開するとともに、昭和初期映像を上映
します。
申込・問い合わせ｜eizo@eb.mbn.or.jp　06-6231-9710（定員8名）
主催｜シュール・ムジュール デサキ

近代大阪の本、もしくは関西の本

住所｜大阪市中央区北浜1-1-18 忠治郎ビル3階
問い合わせ｜eizo@eb.mbn.or.jp　090-1248-2929
開館時間｜要予約

最近メディア等で取り上げられているフラワーエッセンスにつ
いて初心者にも分かりやすく解説します。
申込・問い合わせ｜要予約（osaka@candyproject.orgまで名前、連絡先電
話、希望時間を連絡）　会場｜大阪市内（肥後橋駅付近、申込み後詳細連絡）
主催｜一般社団法人キャンディ・プロジェクト

フラワーエッセンスやオーラ関連の本

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2　ISビル3F　ISまちライブラリー内
問い合わせ｜http://blog.livedoor.jp/candyproject/
開館時間｜不定期（本の閲覧はISまちライブラリー開館時間に準じる）

母の日に花のオーラを贈りましょう
5月12日（土）10:00-13:00

母の日に花のオーラを贈りましょう！お母様の心身の状況を
お聞きしてフラワーエッセンスを作ります。
申込・問い合わせ｜要予約（osaka@candyproject.orgまで名前、連絡先電
話、希望時間を連絡）　会場｜大阪市内（肥後橋駅付近、申込み後詳細連絡）
主催｜一般社団法人キャンディ・プロジェクト

フラワーエッセンスやオーラ関連の本

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2　ISビル3F　ISまちライブラリー内
問い合わせ｜http://blog.livedoor.jp/candyproject/
開館時間｜不定期（本の閲覧はISまちライブラリー開館時間に準じる）

母の日に花のオーラを贈りましょう
5月13日（日）①10:00-12:00 ②13:30～17:00

母の日に花のオーラを贈りましょう！お母様の心身の状況を
お聞きしてフラワーエッセンスを作ります。
申込・問い合わせ｜要予約（osaka@candyproject.orgまで名前、連絡先電
話、希望時間を連絡）　会場｜エルス　住所｜大阪市西区京町堀1-13-17
主催｜一般社団法人キャンディ・プロジェクト

フラワーエッセンスやオーラ関連の本

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2　ISビル3F　ISまちライブラリー内
問い合わせ｜http://blog.livedoor.jp/candyproject/
開館時間｜不定期（本の閲覧はISまちライブラリー開館時間に準じる）

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3
5月5日（土・祝）11:00-11:45

住所｜大阪市淀川区新北野1-10-14
問い合わせ｜06-6305-2346
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、むかしばなしの世界を楽しみましょ
う。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立淀川図書館　2階集会室
主催｜大阪市立淀川図書館

【子ども読書の日記念事業】
むかーし昔あったとさ
5月6日（日）14:00-15:00

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

おたのしみ会の最後に、開催中の「子育て、あれこれ展」（5月
31日まで）で展示するおすすめの本をおしえて下さい。コメン
トカードと一緒に展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立港図書館

「あかちゃんのおたのしみ会」
＋おすすめ本おしえて下さい！
5月11日（金）11:00-11:30

住所｜大阪市東成区大今里西3-2-17
問い合わせ｜06-6972-0727
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

読み聞かせについてのおはなし、ミニお楽しみ会、絵本を読み
あうワークショップ型交流会です。定員15組。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立東成図書館　多目的室
主催｜大阪市立東成図書館

絵本deつながろ
ママのためのよみきかせ交流会
5月11日（金）10:30-11:30

住所｜大阪市旭区赤川1-9-9
問い合わせ｜06-6921-0555／inokou@sea.plala.or.ｊｐ
開館時間｜10：00-17：00

ライブラリーの通常開館と、まちカフェと個人作家さんの手作
り品の展示即売会を開催します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜いのこうの家

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！
5月12日（土）13日（日）10:00-17:00

住所｜大阪市立東住吉区東田辺2-11-28
問い合わせ｜06-6699-7000
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

ボランティアグループ「赤ずきん」と「ドロップス」のみなさんに
よる楽しいおはなし会です。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜東住吉会館　大会議室
主催｜大阪市立東住吉図書館

【子ども読書の日記念事業】
みんなと赤ずきんとドロップスとえほんであそぼ!
5月5日（土・祝）14:00-15:00

住所｜大阪市都島区中野町2-16-25
問い合わせ｜06-6354-3229
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

「都島えほんの会 ふぁいと！」の皆さんによる、絵本や紙芝居、
手遊びなど幼児から小学生向けのお楽しみ会です。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜都島区民センター会議室3
主催｜大阪市立都島図書館

【子ども読書の日記念事業】
春だよふぁいとのじかん
5月4日（金・祝）15:00-15:45

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

絵の本を『描く人』こしだミカさん、『届ける人』加藤啓子さん
によるトークショーです。 
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立中央図書館

【子ども読書の日記念事業】
えほんのわちゃくちゃ話
5月12日（土）13:30-15:30

「だいたい満月に」開催の読書会。貸出OKなテーマ本を持参
してね。  
申込・問い合わせ｜eco_space_you@live.jp（エコスペースゆう・要申込）
主催｜チームだいたい 

食

住所｜大阪市天王寺区勝山2-19-1 
問い合わせ｜eco_space_you@live.jp
開館時間｜不定期

ぶらりまちライブラリーラリー
～だいたい満月に～ 
5月1日（火）19:00-21:00
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無料

大阪市立此花図書館

無料

大阪市立西淀川図書館

無料

無料

まちライブラリー＠大阪府立大学

まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館

無料

大阪市立中央図書館

ふらっとフラットまちライブラリー＠OCVAC

まちライブラリー＠大阪府立大学

1,500円

まちライブラリー＠北浜キタリシテまちライブラリー＠北浜キタリシテ

心斎橋 C Flat まちライブラリー

無料

大阪市立大正図書館

無料

大阪市立福島図書館

500円

あべのbase240

参加型展示

大阪市立平野図書館

展示

大阪市立島之内図書館　

参加型展示

大阪市立浪速図書館

参加型展示

大阪市立住之江図書館

参加型展示

大阪市立大正図書館

展示

大阪市立都島図書館

無料

大阪市立城東図書館

無料

ゆいま～るライブラリー

無料

大阪市立東淀川図書館

“選書専門店”「cartographia511」

展示

大阪市立生野図書館

参加型展示

大阪市立東住吉図書館

2,000円

キャンディ・ライブラリー

500円
（小学生以下は無料）

400円
（お茶、茶菓子、文具代）

みのり文庫

大人100円
（お茶菓子代含む）

500円
（1ドリンク付）

500円
（ドリンク付）

心斎橋 C Flat まちライブラリー

500円
（ドリンク付）

心斎橋 C Flat まちライブラリー

500円
（ドリンク付）

よどまちライブラリー

1,500円
（23歳以下500円）

500円
（茶菓子付き）

欣浄寺

100円

まちライブラリー＠大阪府立大学

大阪市立阿倍野図書館

無料

無料

まちライブラリー＠大阪府立大学

500円
（お茶とお菓子と資料等）

無料

大阪市立住吉図書館 KITAKAGAYA FLEA 2018 SPRING & ASIA BOOK MARKET

500円 高校生以下・
65歳以上無料（要証明書）

おすすめの本を持ち寄り、語りあいましょう！どなたでも大歓
迎！
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立此花区民ホール3階　第3会議室
主催｜大阪市立此花図書館

読書会番外編－私の出会った本

おすすめ本

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

5月15日（火）10:30-12:00

ご自分の好きな本、面白かった本を紹介して頂きます。知らな
かった本や人に出会えるかもしれません。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立西淀川図書館

読書会-特別版-

おすすめ本

住所｜大阪市西淀川区御幣島1-2-10
問い合わせ｜06-6474-7900
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月15日（火）10:30-12:00

皆で短歌を語ります。自作一首と好きな一首をお持ちくださ
い。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せushiryu313131@yahoo.co.jp
主催｜牛隆佑（空き家歌会）

借り家歌会inブックフェスタ2018

短歌・詩

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41　南海なんば第1ビルI-siteなんば3階
問い合わせ｜opu-lib@ao.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00　※5/3～5/5休

5月17日（木）19:00-20:50

言葉を使って遊ぶ、「ワードゲーム」を遊んでみませんか？ゲー
ムを通じて、言葉の魅力を再発見しましょう！
申込・問い合わせ｜o�ce@adash.or.jp
主催｜まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館

言葉で遊ぼう！ワードゲーム祭

言葉に関する本

住所｜大阪市浪速区木津川2-3-8
問い合わせ｜06-6562-0410／o�ce@adash.or.jp
開館時間｜月～土9:30-18:00　日祝休

5月19日（土）11:00-16:00

おすすめの本を持ち寄って紹介しあう、雑談もOKのイベント
です。紹介したい本を2冊お持ち下さい。 申込〆切5/12（土）
申込・問い合わせ｜図書館ホームページ、来館、電話06-6539-3301
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

第8回　読書交流会

おすすめ本

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

5月19日（土）10:00-12:00

「ななの絵本」グループによる絵本の読み聞かせと手話、茶話
会もあります。
申込・問い合わせ｜大阪市ボランティア・市民活動センターまで　申込・問合せ
下記
主催｜ふらっとフラットまちライブラリー＠OCVAC

絵本の読み聞かせと手話で茶話会！！

動物、ことば、またはオススメの本

住所｜大阪市天王寺区東高津町12-10  大阪市立社会福祉センター内（1階）
問い合わせ｜TEL06-6765-4041　FAX06-6765-5618　ocvic@osakacity-vnet.or.jp
開館時間｜月水金9:30-20:30　火木土9:30-17:00

5月26日（土）13:00-15:00

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41　南海なんば第1ビルI-siteなんば3階
問い合わせ｜opu-lib@ao.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00　※5/3～5/5休

桂春雨さんによる「皿屋敷」（怪談噺）の落語会です。

申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

怪談噺（落語会）

落語、皿屋敷、怪談噺、日本文化

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12　Y'sピア北浜 5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント時、他要問合せ

5月17日（木）18:30-20:30

自分の好きな童謡や唱歌の歌詞を紹介し、その歌を使って
歌ったりゲームをしたり楽しみましょう。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

童謡や唱歌を読んで歌おう

童謡、唱歌、詩、朗読、音楽

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12　Y'sピア北浜 5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント時、他要問合せ

5月17日（木）15:00-16:30

海外映画や海外ドラマのオススメを紹介し合う会です。オス
スメ作品のDVDや関連グッズがあればお持ちください。
申込・問い合わせ｜freespace.cflat@gmail.com
主催｜心斎橋 C Flat まちライブラリー

海外映画・ドラマ好き お茶会

海外映画・海外ドラマ

住所｜大阪市中央区南船場3-10-28　中村興産ビル2F
問い合わせ｜freespace.cflat@gmail.com／06-6241-0246
開館時間｜火～土12:00-21:00　日祝12:00-17:00 (貸切イベントがある場合は見学不可）

5月15日（火）19:00-20:30

海外が好き、語学が好き、という皆さんが集まって、オススメ本
を紹介し合う会です。
申込・問い合わせ｜freespace.cflat@gmail.com
主催｜心斎橋 C Flat まちライブラリー

海外・語学好き 読書会

海外、語学の本、他

住所｜大阪市中央区南船場3-10-28　中村興産ビル2F
問い合わせ｜freespace.cflat@gmail.com／06-6241-0246
開館時間｜火～土12:00-21:00　日祝12:00-17:00 (貸切イベントがある場合は見学不可）

5月19日（土）13:00-14:30

海外が好き、語学が好き、という皆さんが集まって、オススメほ
本を紹介し合う会です。
申込・問い合わせ｜freespace.cflat@gmail.com
主催｜心斎橋 C Flat まちライブラリー

海外・語学好き 読書会

海外、語学の本、他

住所｜大阪市中央区南船場3-10-28　中村興産ビル2F
問い合わせ｜freespace.cflat@gmail.com  06-6241-0246
開館時間｜火～土12:00-21:00　日祝12:00-17:00 (貸切イベントがある場合は見学不可）

5月23日（水）19:30-21:00

ワールドカフェ読書会＠よどまちライブラリー

住所｜大阪市東淀川区豊新4-26-3
問い合わせ｜06-6328-2112
開館時間｜平日9:00-17:00

5月16日（水）19:00-21:30

絵本の読み聞かせの技を学びながら、実際に子どもと一緒に
楽しむ絵本ワークショップです。
申込・問い合わせ｜minoribunko@iris.eonet.ne.jp
主催｜みのり文庫

子どもと一緒に楽しむ絵本ワークショップ

子どもと一緒に楽しみたい絵本

住所｜大阪市住吉区殿辻1-3-2
問い合わせ｜090-7763-2273（奥野携帯）
開館時間｜11:00-16:00頃

5月13日（日）11:00-16:00の間で

所蔵している「沖縄関係図書」を、おはなしの部屋で展示し、
ゆっくりとみていただけるようにします。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大正図書館　おはなしの部屋
主催｜大阪市立大正図書館

本の海（4）～大正で知る沖縄～

住所｜大阪市大正区千島2-6-15
問い合わせ｜06-6552-1116
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月13日（日）13:30-16:30

戌年にちなんで、物語に登場する犬についてあれこれお話し
ませんか。※本物の犬は連れてこないでください。
申込・問い合わせ｜来館、電話（下記参照）
会場｜福島区民センター会議室
主催｜大阪市立福島図書館

ドッグカフェ

住所｜大阪市福島区吉野3-17-23
問い合わせ｜06-6468-2336
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月22日（火）14:00-15:00

あなたの好きな、映像化（ドラマ/映画/アニメetc）された作品
について教えてください。
申込・問い合わせ｜FBページ、Twitterr、もしくはwaqbookroom@gmail.com
主催｜あべのbase240

映像化作品とその原作を語る読書会

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目1-10　あべのベルタB240号
問い合わせ｜waqbookroom@gmail.com
開館時間｜不定期（月14:30-21:00・金17:00-21:00・土11:00-21:00が基本）

5月25日（金）19:30-21:30

お気に入りの絵本を教えてください！花びらのカードを貼っ
て、みんなで絵本の花を咲かせましょう
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立平野図書館

絵本の花を咲かせよう

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

4月20日（金）～6月20日（水）開館時間内

図書館オススメの絵本が入ったおたのしみ袋の貸出をしま
す。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立島之内図書館　

絵本のおたのしみ袋展

住所｜大阪市中央区島之内2-12-31
問い合わせ｜06-6211-3645
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月21日（土）～（なくなり次第終了）開館時間内

利用者の皆さんからのおすすめの本を募集。おすすめコメント
のカードと一緒に本の展示をします。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立浪速図書館

つながる ひろがる 本の森 展

住所｜大阪市浪速区敷津西1-5-23
問い合わせ｜06-6632-4946
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月20日（金）～5月31日（木）開館時間内

本に関する感想、思い出、与太話を共有する実験企画でー
す。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立住之江図書館

実験！本のクチコミこうかん所

住所｜大阪市住之江区南加賀屋3-1-20
問い合わせ｜06-6683-2788
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月28日（土）～5月27日（日）開館時間内

薦めたい本への思いを綴ったメッセージカードを募集し、そ
の本とカードを一緒に福袋にして展示・貸出します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立大正図書館

あなたがつくる図書館福袋展

住所｜大阪市大正区千島2-6-15
問い合わせ｜06-6552-1116
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月20日（金）～5月31日（木）開館時間内

図書館司書が選んだおすすめ絵本3冊パック（幼児・小学生
向け／数量限定）を貸出します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立都島図書館

絵本おたのしみ袋展

住所｜大阪市都島区中野町2-16-25
問い合わせ｜06-6354-3229
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月28日（土）～（なくなり次第終了）開館時間内

会場に並べた絵本がカルタの取り札！絵本のカルタ大会で
す。事前申し込み先着15組（小学生・幼児とその保護者）
申込・問い合わせ｜5/9（水）10:00-電話、来館
主催｜大阪市立城東図書館

えほんdeカルタ大会♪

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

5月27日（日）14:00-15:00

昭和初期の良き上方を探ねて、心の旅に出てみませんか。
申込・問い合わせ｜m_minegaki@c-net.jp
主催｜ゆいま～る福

むかしの大阪を映像で探ねて

住所｜大阪市西淀川区福町2-4-8　ゆいま～る福
問い合わせ｜06-6474-1888
開館時間｜9:00-18:00

5月17日（木）13:30-15:00

身近な動物の病を少し科学的に考え、動物との正しい付き合
い方をいろいろ話し合ってみませんか？
申込・問い合わせ｜opu-lib@ao.osakafu-u.ac.jp
主催｜大阪府立大学地域連携室

動物と暮らす、健康と病、生命の神秘、病理学講義

第44回アカデミックカフェ
病（やまい）を科学する！～細胞の正常と異常とは？～
5月18日（金）18:30-20:00（受付18:00-）

初心者のためのフラワーエッセンス入門
5月20日（日）①11:00-12:30 ②14:00-15:30

最近メディア等で取り上げられているフラワーエッセンスにつ
いて初心者にも分かりやすく解説します。
申込・問い合わせ｜要予約（osaka@candyproject.orgまで名前、連絡先電
話、希望時間を連絡）　会場｜エルス　住所｜大阪市西区京町堀1-13-17
主催｜一般社団法人キャンディ・プロジェクト

フラワーエッセンスやオーラ関連の本

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2　ISビル3F　ISまちライブラリー内
問い合わせ｜http://blog.livedoor.jp/candyproject/
開館時間｜不定期（本の閲覧はISまちライブラリー開館時間に準じる）

住所｜大阪市東淡路1-4-53
問い合わせ｜06-6323-5476
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

一味違った文学鑑賞をおたのしみください。出演は朗読ユ
ニットRiy（リー）のみなさん。朗読の後は語り合いましょう。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立東淀川図書館

とことこ20周年記念朗読会
耳から広がる源氏物語の世界
5月13日（日）14:00-15:00

住所｜大阪市北区中津2-8　中津リバーサイドコーポA511
問い合わせ｜eleven1974@hotmail.com
開館時間｜月金20:00-

定例の課題図書読書会を“選書専門店”「cartographia511
」で開催します。
申込・問い合わせ｜eleven1974@hotmail.com
主催｜「本と人の物語」一般社団法人ワオンプロジェクト

『純粋（ピュア）でポップな限界（ギリギリ）
のまちづくり ―モテるまちづくり２』読書会
5月14日（月）20:00-22:00

住所｜大阪市生野区勝山南4-7-11
問い合わせ｜06-6717-2381
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

1年以上借りられなかった本。小説を中心に「貸出0（ゼロ）の
本」と「人」との出会いを願って、展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立生野図書館

【図書展示】
貸出0（ゼロ）の本、読んでみて！展
4月1日（日）～5月31日（木）開館時間内

住所｜大阪市立東住吉区東田辺2-11-28
問い合わせ｜06-6699-7000
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

えほんにまつわる思い出を葉っぱの形のカードに書いて「えほ
んの木」を完成させましょう。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立東住吉図書館

【子ども読書の日記念事業】
えほんの木をつくろう
4月20日（金）～6月20日（水）開館時間内

普段はあまり考えないようなテーマについて、小人数でゆった
りと対話をします。 課題図書を読んできて下さい。
申込・問い合わせ｜gaku_sano@hitomusubi.jp
主催｜ひと結び（共催：よどまちライブラリー）

「蜜蜂と遠雷」（恩田陸）　

みんなでリズムで体を動かそう！お絵かきをして、世界に一つ
しかない絵本をつくろう！
申込・問い合わせ｜tss7rose@gmail.com
主催｜TSS研究所

なんでも

住所｜大阪市中央区谷町1丁目4-5
問い合わせ｜tss7rose@gmail.com
開館時間｜イベント時のみ

大人も子どももみんなでお絵かきをしようっ。
「ななの絵本」

5月19日（土）13:30-14:00

日本や日本人、日本文化をテーマにした本を紹介し合います。
申込・問い合わせ｜okamo324@yahoo.co.jp／090-4270-5660
主催｜岡本康敬

日本、日本人、日本文化　

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41　南海なんば第1ビルI-siteなんば3階
問い合わせ｜opu-lib@ao.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00　※5/3～5/5休

歴史カフェ「この国のDNA」
～日本人の共生文化を探る～
5月19日（土）14:00-16:00

大人がたのしめるおはなし会「本の森」のスペシャル版です。こ
のテーマでおすすめ絵本があれば会の後半でご紹介くださ
い。（なくても参加可）
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

冒険・旅

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

「大人のくつろぎスペース・本の森」スペシャル
5月22日（火）10:30-12:00

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

伝わるコミュニケーション

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41　南海なんば第1ビルI-siteなんば3階
問い合わせ｜opu-lib@ao.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00　※5/3～5/5休

読書会『伝えることから始めよう』
（第23回人生に影響を与えた本シリーズ）

5月25日（金）18:30-20:00

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

喜劇作家、三谷幸喜による文楽の脚本を参加者全員で音読
します。
申込・問い合わせ｜来館、電話下記
主催｜大阪市立住吉図書館

三谷幸喜の『其礼成（それなり）心中』
音読会
5月26日（土）10:30-12:00

住所｜大阪市住之江区北加賀屋4-1-55
問い合わせ｜https://kitakagayaflea.jp/
開館時間｜イベント時のみ

ローカルカルチャーマガジン「IN/SECTS」と縁のある人、モ
ノ、コトが関西を中心にあつまるマーケットイベント。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
会場｜名村造船所跡地／クリエイティブセンター大阪
主催｜合同会社インセクツ

KITAKAGAYA FLEA 2018 
SPRING & ASIA BOOK MARKET
5月26日（土）12:00-20:00 27日（日）11:00-18:00
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※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。

展示

大阪市立西成図書館

参加型展示

大阪市立東成図書館

展示

大阪市立天王寺図書館

展示

大阪市立淀川図書館

無料

茨木市立中央図書館

無料

豊中市立東豊中図書館　

無料

茨木市立中央図書館

無料

豊中市立野畑図書館

展示

河内長野市立図書館

無料

まちライブラリー＠OIC

まちライブラリー＠OIC

無料

茨木市立庄栄図書館

無料

茨木市立中条図書館

無料

豊中市立庄内図書館

無料実費（布代）

まちライブラリー　プラザひといき

無料

豊中市立蛍池図書館

無料

笹部書店

無料

笹部書店

無料

豊中市立野畑図書館

100円

無料

豊中市立野畑図書館

無料

茨木市立中央図書館

豊中市立岡町図書館

無料
無料

まちライブラリー＠OIC

企画により実費程度

まちライブラリー＠OIC

まちライブラリー＠OIC

無料

まちライブラリー＠すばことしょかん

無料

茨木Seven step Music

大人500円（機材代）子ども無料

ブックサロン@近大建築計画研究室

ドネーション制

ホンノワまちライブラリー

各材料費

まちライブラリー＠大阪府立中央図書館

無料（植物園には
別途入園料が必要）

豊中市立岡町図書館

無料

ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）

無料

雨蛙菜園出張イベント。中華人民共和国の普通切手を持っ
てきました。
申込・問い合わせ｜machilibrary.oic@gmail.com
主催｜兒玉重成

中国人民郵政の普通切手を見てみよう。

中国関連の新書・文庫本

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　フューチャープラザ（B棟）
問い合わせ｜立命館大学OIC地域連携課072-665-2550
開館時間｜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　フューチャープラザ（B棟）
問い合わせ｜立命館大学OIC地域連携課072-665-2550
開館時間｜火～金10:00-17:30　土10:00-17:00　日月祝休

5月2日（水）10:15-12:15

いばらき×立命館デーに合わせて、まちライブラリー＠OICで
も一箱古本市や読み聞かせなど沢山のイベントがあります。
詳細6P。

いばらき×立命館DAY（まちライブラリー＠OIC）

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　フューチャープラザ（B棟）
問い合わせ｜立命館大学OIC地域連携課072-665-2550
開館時間｜火～金10:00-17:30　土10:00-17:00　日月祝休

5月20日（日）10:00-16:00

神社の境内、お気に入りの本について話したり、のんびり読書
をしましょう。出入り自由です。
申込・問い合わせ｜申込不要・問い合わせ下記
会場｜まちライブラリー＠すばことしょかん（雨天の場合は、社務所内にて開催）
主催｜まちライブラリー＠すばことしょかん

すばことしょかんの青空読書会

お気に入りの本。植本も歓迎です。

住所｜藤井寺市林3-6-30　伴林氏神社境内
問い合わせ｜tachiagaresubako@gmail.com
開館時間｜8:00-16:00

5月26日（土）27日（日）12:00-16:00

青木淳の「建築文学傑作選」を題材に本と建築を語りましょ
う。
申込・問い合わせ｜kaplabook_salon@gmail.com
主催｜ブックサロン@近大建築計画研究室

本×建築、建築文学、本に出会う場所

建築・住まい・ライフスタイルに関するおすすめ本

その時のオススメの本を持ち寄り、あつまった方と一緒に気
軽におしゃべりしませんか？
申込・問い合わせ｜申込不要・問い合わせ下記
主催｜まちライブラリー＠OIC事務局

オススメの本

住所｜大阪府東大阪市小若江3-4-1
問い合わせ｜kaplabook_salon@gmail.com
開館時間｜10:00-20:00

5月24日（木）18:30-20:00

絵本のお話に出てくる美味しそうな食べ物を作ってレッツお
茶会！
申込・問い合わせ｜https://www.facebook.com/honnowasenshyu/
主催｜ホンノワまちライブラリー

美味しい絵本を楽しむお茶会

食べ物やお茶会がテーマの絵本・本（なくても可）

住所｜大阪府泉大津市豊中町1-12-12
問い合わせ｜高島直子 chaonao@nifty.com
開館時間｜まちかど本箱は常時利用可

5月14日（月）10:00-13:00頃

図書館で1年以上借りてもらえなかった本を本の顔である表
紙を前面に押し出して展示、貸出します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立西成図書館

1年間、貸出0（ゼロ）の本展

住所｜大阪市西成区岸里1-1-50
問い合わせ｜06-6659-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月1日（火）～6月30日（土）開館時間内

「うちの子のお気に入り」の絵本を紹介しませんか？ご記入い
ただいたコメントと絵本を一緒に展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立東成図書館　こどもの本コーナー
主催｜大阪市立東成図書館

図書展示「うちの子のお気に入り」

住所｜大阪市東成区大今里西3-2-17
問い合わせ｜06-6972-0727
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月1日（火）～5月31日（木）開館時間内

天王寺区にゆかりのある作家「織田作之助」に関する本を展
示します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立天王寺図書館

織田作之助展

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

4月20日（金）～5月16日（水）開館時間内

図書館司書がおすすめする本を入れたおたのしみ袋を貸出し
ます。思わぬ本との出会いをお楽しみください。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立淀川図書館

図書展示「おたのしみ袋」展

住所｜大阪市淀川区新北野1-10-14
問い合わせ｜06-6305-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月28日（土）～（なくなり次第終了）開館時間内

おすすめメッセージを書いて、会場内の好きな本と交換しませ
んか。当日こどもの本をお持ちください（2冊まで）。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜茨木市立中央図書館（1階ロビー）
主催｜茨木市立中央図書館

こどもの本交換会

住所｜茨木市畑田町1番51号
問い合わせ｜072-627-4129
開館時間｜第1月、土日祝9:30-17:00　火水木金9:30-20:00　

4月28日（土）29日（日）10:00-15:00

おはなしボランティアポケット、図書館職員による絵本や紙芝
居の上演です。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜豊中市立東豊中図書館　

おはなしたんけんたい

住所｜豊中市東豊中町5-2-1
問い合わせ｜06-6856-4660
開館時間｜火～日10:00-17:00　5/3,4,25,月休

4月28日（土）5月12日（土）26日（土）11:00-11:30

おすすめメッセージを書いて、会場内の好きな本と交換しませ
んか。当日こどもの本をお持ちください（2冊まで）。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜茨木市立中央図書館（1階ロビー）
主催｜茨木市立中央図書館

こどもの本交換会

住所｜茨木市畑田町1番51号
問い合わせ｜072-627-4129
開館時間｜第1月、土日祝9:30-17:00　火水木金9:30-20:00　

5月12日（土）13日（日）10:00-15:00

日頃は図書館の職員だけが入れる書庫へ入り、書庫の本を
直接手に取っていただけます。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜豊中市立野畑図書館

書庫に入れるDAY

住所｜豊中市春日町4-11-1
問い合わせ｜06-6845-2400
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日10:00-17:00　5/1、25、月休

5月13日（日）11:00-15:00

帯を頼りに本を選んでみよう！タイトルは帰ってからのお楽し
み。本の帯みくじもあります。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜河内長野市立図書館

本の帯まつり

住所｜河内長野市昭栄町7-1
問い合わせ｜0721-52-6933
開館時間｜9:30-20:00

4月28日（土）～5月27日（日）9:30-20:00

幼児・小学生・大人の方、みなさんに楽しんでいただけるおは
なし会です。季節のお話や、絵本や素話もあります！
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜おはなし　ねっこぼっこ

ことばを楽しむおはなし会

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　フューチャープラザ（B棟）
問い合わせ｜立命館大学OIC地域連携課072-665-2550
開館時間｜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　フューチャープラザ（B棟）
問い合わせ｜立命館大学OIC地域連携課072-665-2550
開館時間｜火～金10:00-17:30　土10:00-17:00　日月祝休

5月19日（土）11:00-11:30

児童室に貼られたキーワードをみつけて「としょかんたろうプ
ラバン」をゲットしよう！（当日先着100名）
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜庄栄図書館2階　児童室
主催｜茨木市立庄栄図書館

としょかんたろうからのちょうせんじょう！

住所｜茨木市庄二丁目26番12号
問い合わせ｜072-620-1171
開館時間｜水木金9:30-20:00　土日月祝9:30-17:00

5月20日（日）9:30-12:00

みんなで絵本の世界を楽しみましょう。えほんひろばの本の
紹介後、自由に絵本を楽しみます。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜茨木市立中条図書館　

ふれあう　えほんひろば

住所｜茨木市東中条町2番13号
問い合わせ｜072-622-2476
開館時間｜月土日祝9:30-17:00　水木金9:30-20:00

5月26日（土）11:00-11:30・15：30-16：00

庄内図書館の館長とまちのことや図書館のことをお話しま
しょう。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
会場｜庄内図書館3階　協働事業スペース
主催｜しょうないREK

庄内図書館の館長と話そう

住所｜豊中市三和町3-2-1　問い合わせ｜06-6334-1261
開館時間｜火～金10:00-19:00（こども室、協働事業スペースは～17:00）　
土日祝-10:00-17:00 5/1,25,月休 

5月22日（火）11:00-12:00

木陰で飲み物でも飲みながら、読書を楽しみませんか。移動
図書館の出動や読み聞かせなど盛りだくさんです。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ：茨木市まち魅力発信課072-620-1602
茨木市立中央図書館072-627-4129
会場｜元茨木川緑地とその周辺地域（茨木市駅前三丁目付近）
主催｜茨木市

緑の中で本を読もう！
5月26日（土） 雨天中止　10:00-16:00（予定）

普段使いにもできる「ケア帽子」を作ります。連携しているがん
病棟の患者さんへプレゼントすることもできます。
申込・問い合わせ｜tento@sakai-kfp.info
主催｜まちライブラリー　プラザ「ひといき」

簡単「ケア帽子」をつくろう。

住所｜堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1　堺市立健康福祉プラザ4階
問い合わせ｜072-275-5027
開館時間｜10:00-15:00　土10:00-12:00

5月26日（土）12:30-14:30

一緒におりがみを楽しもう！おりがみを使ったおはなしもある
よ。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜豊中市立蛍池図書館

おりがみ教室スペシャル

住所｜豊中市蛍池中町3-2-1-502
問い合わせ｜06-6840-8000
開館時間｜月水10:00-19:00　火木土日10:00-17:00　5/2,3,金休　

5月20日（日）13:00-15:00

毎月恒例の絵本の読み聞かせ会です。絵本を読んだあとは何
かあるかも！
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜笹部書店

おはなしマラソン　絵本の読み聞かせ会

住所｜豊中市新千里西町3-2-3
問い合わせ｜info@sasabe-shoten.net
開館時間｜月～金10：00-20：00　土10：00-19：00　日祝休

4月28日（土）14:00-15:00

毎月恒例の絵本の読み聞かせ会。絵本を読んだあとは何かあ
るかも！
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜笹部書店

おはなしマラソン　絵本の読み聞かせ会

住所｜豊中市新千里西町3-2-3
問い合わせ｜info@sasabe-shoten.net
開館時間｜月～金10：00-20：00　土10：00-19：00　日祝休

5月26日（土）14:00-15:00

てあそび、絵本の読み聞かせなど、幼児向けおはなし会です。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜豊中市立野畑図書館

おはなしひろば

住所｜豊中市春日町4-11-1
問い合わせ｜06-6845-2400　
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日10:00-17:00　5/1,25、月休

5月2日（水）15:30-16:00

まちライブラリーお茶会 
期間中週1回程度開催

ストーリーキューブを使っての自己紹介と子育ての悩みを音
で表し皆でセッション！楽器経験不問！親子で参加OK！
最後にハンドパンのミニライブあります。
申込・問い合わせ｜090-9050-2128
主催｜茨木Seven step Music

自身の心に響いた本

住所｜大阪府茨木市元町7-6　野上ビル2 階
問い合わせ｜072-623-3333
開館時間｜イベント時のみ

音楽×子育て＝∞
5月27日（日）14:00-16:00

親子で楽しむてあそび、絵本の読み聞かせなど乳幼児とその
保護者向けおはなし会です。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜豊中市立野畑図書館

よちよちえほん

住所｜豊中市春日町4-11-1
問い合わせ｜06-6845-2400
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日10:00-17:00　5/1,25,月休

5月4日（金・祝）10:30-11:00

住所｜茨木市畑田町1番51号
問い合わせ｜072-627-4129
開館時間｜第1月、土日祝9:30-17:00　火水木金9:30-20:00　

イベントの合間に読書を楽しみませんか。本の貸出も行いま
す。（茨木市の図書館利用カードをご持参ください）
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
会場｜立命館大学大阪いばらきキャンパス
住所｜茨木市岩倉町2-150
主催｜茨木市立中央図書館

移動図書館ともしび号 in 「いばらき×立命館DAY」
5月20日（日）10:00-16:30

住所｜豊中市岡町北3-4-2　問い合わせ｜06-6843-4553
開館時間｜火～金10:00-19:00（こども室・参考室～17:00）
土日祝10:00-17:00　5/1,25,月休

緑豊かな植物園の入口前広場に、動く図書館とよ1ぶっくる
が登場！
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
会場｜服部緑地都市緑化植物園入口前広場
住所｜豊中市寺内1-13-2
主催｜（共催）服部緑地指定管理グループ・豊中市立岡町図書館

みどりのライブラリー動く図書館＠植物園
5月17日（木）14:00-16:00

子育てに対することなら,何でも相談に応じています。また、絵
本の読み聞かせも行っています。気軽にお話しましょう。 
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜一般社団法人 子育てサポート・えん　代表理事　松岡彰子

子育て、絵本

子育て支援
「子育て相談」「絵本の読み聞かせ」

5月2日（水）14:10-16:10

住所｜大阪府東大阪市荒本北1-2-1 
問い合わせ｜06-6745-0170（代表）  
開館時間｜火～金9:00-19:00　土日祝9:00-17:00　5/10、月休

たのしめるワークショップ盛りだくさん！期間中に植本祭も開
催します。
申込・問い合わせ｜http://www.lighty-hall.com/event/2018/05/event-1414.php
主催｜まちライブラリー＠大阪府立中央図書館
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

各カタリストのテーマに沿った本

5月3，4，5は“大阪府立中央図書館ハッピーフェスタVOL.4”
5月3日（木・祝）～5月5日（土・祝）調整中

リベルテまちぶんこ

住所｜大阪市東淀川区東淡路1-4-49
問い合わせ｜06-6325-3939
開館時間｜10:00-16:00　土日祝休

まちライブラリー
＠ぎゃらりーウォーター・ベア

住所｜大阪市北区中崎西4丁目1-7　グリーンシティ205号
問い合わせ｜yo_kai_yf6@me.com
開館時間｜12:00-19:00（火休・他不定休）

居留守文庫

住所｜大阪市阿倍野区文の里3-4-29
問い合わせ｜06-6654-3932
開館時間｜10:00-19:00

KOREAN BOOK CAFE ちぇっちゃり

住所｜大阪市天王寺区味原町13-10　アップルグリーンビル2F
問い合わせ｜info@key-j.net、http://tyettyari.blog.fc2.com/
開館時間｜水木金10:00-17:00　土11:00-17:00　祝休　変更の場合あり

大阪府

EVENT SCHEDULE

住所｜豊中市岡町北3-4-2　問い合わせ｜06-6843-4553
開館時間｜火～金1 0 : 0 0 - 1 9 : 0 0（こども室・参考室～1 7 : 0 0）土日祝
10:00-17:00 5/1,25,月休

おはなしぴよぴよ・おはなしよちよち・
おはなしとことこ

岡町図書館の水曜日はおはなし会の日。それぞれ年齢に合わ
せて楽しめる絵本やわらべうたあそびで過ごします。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
主催｜豊中市立岡町図書館

5月2日（水）9日（水）16日（水）23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

日本の、大阪の今と未来を支える「ものづくり企業」の皆様と、
課題図書を読みディスカッションを行います。
申込・問い合わせ｜06-6748-1050／seizo@gbox.pref.osaka.lg.jp
会場｜東大阪市荒本北1丁目4番17号　クリエイション・コア東大阪北館3階　309号室
主催｜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

未定

住所｜東大阪市荒本北1丁目4番17号　クリエイション・コア東大阪北館1階
問い合わせ｜06-6748-1050
開館時間｜9:00-17:00

“ものづくり企業が集う大人の読書会” in MOBIO
5月10日（木）18:00-19:30




