
2019年5月19日 10：00～16：00

全国各地の小さな図書館が集合し、運営のノウハウや想いを共有した。
7回目となる今回は前半に「教育×まち×マイクロ。ライブラリー」と題したシンポジウムを開催し、学識経験者
との意見交換を行った。後半は全国各地の8館のマイクロ・ライブラリーが自身の活動を発表した。
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場所：大阪府立大学 I-siteなんば
資料代：1,000円（交流会参加の方は別途3,500円）
参加者：99人（交流会参加45名）
主催：まちライブラリーブックフェスタ2019in 関西 実行委員会
共催：大阪府立大学
後援：一般財団法人森記念財団、大阪府立大学観光産業戦略研究所
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［第１部］ 教育×まち×マイクロ・ライブラリー
・明石市でのマイクロ・ライブラリーの挑戦
（大塚 毅彦さん 国立明石工業高等専門学校 建築学科 教授）
・学生と仕掛ける南草津のまちライブラリー
（武田史朗さん 立命館大学 理工学部 建築都市デザイン学科 教授）
・まちライブラリー＠大阪府立大学がやってきたこと
（礒井純充 まちライブラリー提唱者）
ディスカッション（モデレーター：乾聰一郎さん、領家誠さん）

［第2部］ マイクロ・ライブラリー活動発表
・読書会専門店KENKADOU『511』（大阪市内）
『売らない本屋』をコンセプトにモノではないコト消費を目指して読書会専門店として活動しています。

・まちライブラリー＠ウィーアーシェフ（大阪・阪南市）
4年前にグラスまちライブラリーを立ち上げましたが、新たに再出発を決めました。捨てるものと残すもの、どんなコミニ
ティーを目指しているのかなどお話します。

・とんだばやしMikoまちライブラリー（大阪・富田林市）
小学生のオーナーがホームスクールを始める、その最初のプロジェクトとしてライブラリを作成しました。本祭りという
イベントも企画しています。

・絵本のおうち（愛知・東浦町）
自宅の一室（絵本棚一つの小部屋）と書架、宅配ボックスを活用したLittle Free Libraryを主宰しています。まちじゅう図
書館「ぐるぐる図書館in東浦」として町内で同時多発的にスタート。

・森の読書室 Liferary（静岡・藤枝市）
山・川・緑に囲まれた自然豊かな里山にある公共広場の林の中で開いています。

・風の駅【旅の情報ステーション京都】（京都市内）
私立の観光案内所及び旅の図書館として運営。全国の観光パンフレットや旅の書籍、地元京都を中心とした情報誌や全国
の情報誌を集めています。

・Ne.co./みどりの図書館（長野・須坂市）
標高1500メートルの峰の原高原にあります。地理学の大学教授故山口不二雄さんの「みどりのとしょかん」から引き継い
だ山や自然関係の本が1000冊ほどあります。

・奥多摩ブックフィールド（東京・奥多摩市）
廃校となった旧小河内小学校内に誕生しました。2000冊以上の本を開室時にはご覧いただけます。

マイクロ・ライブラリーアワード授与式
活動発表を行った８館に、まちライブラリーブックフェスタ2019in関西実行委員会よりマイクロ・ライブラリーアワード
が授与された。
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マイクロ・ライブラリーサミット2019
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�第１部の様子
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�登壇者＿武田史朗さん

� 登壇者＿大塚毅彦さん �登壇者＿礒井純充さん ▲モデレーター＿乾聰一郎さん

▲読書会専門店KENKADOU『511』 ▲まちライブラリー＠ウィーアーシェフ ▲とんだばやしMikoまちライブラリー

▲絵本のおうち ▲森の読書室 Liferary ▲風の駅【旅の情報ステーション京都】

▲ Ne.co./みどりの図書館 ▲奥多摩ブックフィールド ▲会場の様子

▲モデレーター＿領家誠さん



ċĪĐĬĚ�oĳĒġėĚô`^

�����	����99�
�����23�
����23�

ī-Ïôgô�ðô�ÕgØðîĀ>vïtà×ëèïâ

īþòßĊôċČęċĉèÚßĊ�ĆîÅ�×ëèïâÎĀÔGà4�Þðôi
Àĉ¿Úàîûà×ëèïâÎĥČĝĥĦĬôu¨Ø�ÚÍæô
ô¹�Ø>
ÓðÝćĀÒëèôïÎ
ī-ĥČĝĥĦĬôgô�¦ÍxOtàÚÙ×äîÓèéÓîÓýâÎ

īÓćÓćòmð�Ô:ôÖ«ĉÙÜîðîĀtà×ëèÎ

īýêĥČĝĥĦĬõýêíÚĄóìòØąðcÿî[ÓýàèÎ¡�ØýêĥČ
ĝĥĦĬĉâą��ĉ�R�¬àèyØàýâÎX'ôĠČďĩĥČĝĥĦĬ

�¦ïõÍ¿»āÄIòñh¤ï¤ëîþèÓĥČĝĥĦĬĉ�ĆîĂ×ë
èïâÎ

īd�ôgïĀ£ÏCÊ�óßĆîÓîÍýêíÚĄóĀÁYØÒąôï¢

0¹××ëèàÍ��ôĥČĝĥĦĬô{#Āmð�ðô�|ČĞĪĚï)
�óàèÓ�FØÓëöÓïàèÎ
ī�3ĀđĕĚôgā-ĥČĝĥĦĬôgô«ĉ¢0}ÚÔ×ØÓýàèÎ
ī£Ċò«ØÙÜèôïÎ

īvÏòC²ô��ØðîĀ¢0}×ëèïâÎ

28

70%

30%

0%
0%

0%

���
��

?<Å�×ëè

Å�×ëè

ī�OĀfàÓĠČďĩīĥČĝĥĦĬðô�ÓØÒĄÍðîĀĂ×ëèïâÎ7�~
±�ï�1É?Bô#ÙØÒąð�Ćî�XØtàþóòĄýàèÎ

īmĉµáî�ð¥ĉìòÛ*Ą�þô, \ĉ�ąÝðØïÙýàèÎ

īÓćĊò{#ĉ�ąÝðØïÙîĂ×ëèÎ��ô ïæĆçĆÝĊòóPØëîÓ
Úô×ÎmUóâÞÓð[ÓýàèÎ

ī	�ôº.ï&�õ)!ïÙãÍ&X×ăô)!ïĀëèÓò×ëèÎ
īýêĥČĝĥĦĬô, \õ�Â?Î

īòĊ×ðîĀĂ×ëèïâÎèÚßĊģĤĉðëèôïÍÒðïÍýèáëÚĄ�ÕýâÎ
ī�Ø¡�òVï×ØāÜąð¡�ĉÒăèóàýàèÎ

īmØýêíÚĄôĘĬħðàîÍk¸òôéð`áîÓýâÎýêĥČĝĥĦĬØ¡�ò
póðăĈĆãvÏòðÝćóÒëîZ¨òaóïÙąÝðĉ`áýàèÎ:aóðă
ĈĆãÍH=ā�#VĉßĆîÓèĄþòßĊ�^¯×éð`#àýàèÎ

īx3lWĉ§�ăòÓ�Fï���ïâÎ

ċĪĐĬĚ�oĳ)!àè��

ī¡�ĀĠČďĩĥČĝĥĦĬĉìÚćÔð[ëîÓýâÎ
ī	�ï6jô{#ĉàîÓąèÿÎ
ī/�İ¡�ĀāëîþèÓðxO[ÓòØăÍ]9ØûàÚî)!àîÓ
ýâÎ

ī¡�Āmð�ØìòØą:ĉ�ąðàèăÍÍÍðÓÔČģĬĔĉùÚăýäą
èÿÎ

ī¡�¡³ØýêĥČĝĥĦĬĉ�EàîÖĄÍ×ì	�ïd�óèãßĈë
îÓąôïÍēĪğĔčĢô�Fó¢0ØÒĄå÷ÙÙèÓð[ëè×ăÎ
īĲ3�ïâØÍx3fÌòËÙð�©ØÒą×ăÎ

ī-7ôĠČďĩīĥČĝĥĦĬô��ôgô�¦�FóÁYØÒëèôïÎ
īª½ĉðąèÿóÎ
ī6jÉāýêĥČĝĥĦĬ{#óÁYØÒëèôïÎ
ī?Bô(s®eôÆnðàîÐýêĥČĝĥĦĬð��wÁô¶bóìÓ

îÑðÓÔ��ĉàîÓýâÎ�3��ô��ðàî)!ßäîÓèéÙýà
èÎ®eÍWEBįméÜïõ`áąÝðôïÙòÓ�ôÃ5yĉ�`âąÝ
ðØïÙýàèÎ?<"TóòĄÍýè¡�ômúôÁYĀ?ÙÚòĄýàèÎ
īxO)!àîÓąôïÎ
īrôjDLiferaryôzKßĊô��ï)!àýàèÎ�sïs$ðà
îÍýè���ó78�|ô:ĭÄIï¥ôÖQĉMÙ´Ċï��+m

Nô·2óbĈëîÓýâĮāČĞĪĚóÁĈąÝðØ>ÓèÿBøô>Ó
iÀïàèÎ

ī�3AÿîýêĥČĝĥĦĬĝėďĜĎĕĖ2019ó)!àèôïÎ
īýêíÚĄā�Bô	�ĉàîÓąôïÎ
īxOûü)!àîÓąôïÍèÚßĊô�Àó ĉĀăÕąôïÎ

īýêĥČĝĥĦĬ6¾ĉĊïÍñôĥČĝĥĦĬĀ¢0}ÚÍĒġėĚó)!àîæ
ô�yĉ`áè×ëèÎ
ī¡�Āmõ@ÙïÍ¡�ïāëîÓąÈÇQ�ÍıFô;ÅÓëöÓómq
�ëîÓýàèÎÝĆ×ă�ØïÙą×�ÕîþèÓð[ÓýàèÎÐĨĔ§eSÑ
āćÔðãëð[ëîÓýâÎ

īûĊôĈýêĥČĝĥĦĬô{#ĉàìì¿Jó��àèôïÍÒêăïô{#ā
Ýêăïô{#óĀěĪĚĉĀăÓèÚîÎ
īýêĥČĝĥĦĬô��ĉ�ąèÿÎ¡�ôL�ØÝĆ×ăñĊò{�ĉàèăÓ

Óô×ĉċČęċĉĀăÕèăÍð[ëîýàèÎ¡�ô¥Ā{\%ßäą{#ĉ
�ÜèÓÎ
ī
óòÓ�_ð]9¼Í�� ĉ°ÕąČĞĪĚïâÎ



ÉîÏðÚkJôÐä×ÚÇa¬©Z]

29

6%

17%

3%

20%

7%
10%0%

30%

7%

���
�����

��èËàèéðµ��ÁµL�

Facebok

Twitter

ËîÕðÜ×Ú¯Nh¤®

��ïa��Áp�®

ÖèÑÇv®

)�7d)-�ÁµL�

»«èËàèéðà×ÎßÍÓÕ2019in�tÞîßë×Ú

¨µ�

ÉîÏðÚkJô�|³S¬©èËàèéð

0 2 4 6 8 10 12 14 16

{H	1�6KENKADOU�511�

»«èËàèéðóÌÊðÉðÑÍß

°Èª·¿¤Miko»«èËàèéð

mIµ��«

Mµ{H/ Liferary

�µ��Eµ>&ÓØðÑçî���

"Ne.co./¼±Âµ$H� "

+(Bà×ÎßÊðêÛ

��	���������

ÉîÏðÚkJô!�µ@?

ï{H	1�6KENKADOU�511�

{H	³Y�¤®��®�Ãµ��_�¬©¯¦�{H	Ç�
�©�°=¬®�©µ¯�'�Âµ�o³²Â»¤©�

��°�³�I�ÇO¤È¯�(P²V�Ç£Ä®�ÃP,�À
�¬©¯¦�

ï»«èËàèéðóÌÊðÉðÑÍß

»«èËàèéðµÌÊðÉðÑÍß°¤®µ}«� eµzÇ
�
®�ÀÂ¯¤©�

���°�I�µj¼"Æ§³íÎíÎ¤»¤©��¶¨µ�µ�Á¤
¿���¾s¤�W�[»ÄÃ�°���z��|`¯¤©�
n�Ãµ��¤��¤È±�°@¥©°�³¦º®éÔ×Ú¯�Ã~
¿�£�°®¾��²°�¾»¤©��[¯¾éÔ×Ú¦Ã�Uµ¾
;uª²°=�»¤©�

�.PÇlÃ¡°�ãËÎì¯%Ã¡°²Á¯¶µ)�²�Â ª
°=�»¦

ï°Èª·¿¤Miko»«èËàèéð

¡Ä�Á¼¡°�È�±È²V�Ç¤®��µ�O¤¼¯¦�
�Ã¡°�#¦Ã¡°µ4*ÇO¤È¯�ÃP,�¦·Á¤�ñ
ÉËÙÉ�¬¸�¯��O¤¼¯¦�
-Kµ±¡�©Â�"Æ²�¬©µ��
)�¶����Æ�¤®¿Á²�ª�²µ´�
¦º®�:³SÂ»¤©�
10Rµ^s¶<A¯¤©�»©1059�aÂ©�¯¦�
Dpx�¯aÂ»¤©�3f8èËàèéðµ��µP,¾i
��°¡Å�ÁaÃ¡°�¯�®À�¬©¯¦�»¦»¦r�I°µ
�	���Â»¦À�³�
2�£Èµ�Âj¼°�¨ÄÇ��`³Ý×ÎÉ×á£Ä®�Ã¢
0F�gGÁ¤�°=�»¤©�
ò�Á�Â� Ã¡°µ¦¢£���X�Tµ¦¢£�
ÖæëîÒ¦Ã¡°ÇC½®)�ª°U��£Ä»¤©�
q�¯yw$�ÁH�®�âðåÔîÕðÇ�\¤²�ÁIf
Ç�Â� ®���c�¦¢�¬©¯¦�bQ£Ä®¿Ãµ¯¶
²��q^`²-¹µ�¶¦¢�²°=�»¤©�



ÙùßûèyYĂ��ÂGF

ú]Â�U: Liferary

úzXÂ§¦¸

pÍXt¼¿¬äùñûöt½Ýæåùøáù¼Ê¸ôÛïôõû×
²»¥Ô½�G�ÐÔÝòô½Ê¸ôÛïôõûÖ©lÂº®±Ø¼
ÍÏÓ¶¥¼´�¿Ø¼�m¿Â¨¿ā½C¹»¥Ê²¶�
�8×N�´Ô¯½Â�w©}»0-�@À¿ÓÊ²¶
ÿºÂ2O©0O× Ç�½0�À±Õ»¥Ô¯½©�ÖÓÊ²¶�
×�¨±Õ¶

30

úNe.co./Ë¾ÓÂ%U�

ú�Â�¢SÂE)ãçûâóù��£

ú3/MïæÞîÚûöé

��À¯Ø¿��d¥Ie©¤¹¶¯½�
<±¿�Àb>ÂKÓ�²ÍÂ©(Ê¹»¥ÔG³¼øÞøÞ²Ê
´�
�ÂX\Ë¶¥�ĀVÀWA²»¥Ê´�
´°¥�'�¿ìæâóù·½ü
��À�¹¶½ªÀ�Á»Ë¶¥¼´�

�
¥¨Ò5ÊÔ¤Ò¶¿�~D×G³Ê²¶�¥¬ºÀ¿¹»Í
ÏÔaÀ¿ÕÄ¼ªÔØ·ü
´±Ê³¬»&±ÕÊ²¶�¬À¤ÕÄ�¥¶¥¼´�

�UÂÙûÜÛïÀ��×J¸Ê²¶�
�¬¿ÒÕ¶Q7|ÂRÂ�UÂ�ª�Àº¥»�¾¦´ÔÂ¨
��Í�ÂRÂ�×}¥¶¯½©¤ÓÊ²¶Â¼�x{×��d
¬¦¨©¥Ê²¶�
�³Ñ¦À?Z×ci²¶¥�
���"¼¯Â�_½¥¦¯½À�ªÊ²¶�?ZÍ�ª*×
2¹»²Ê¹¶UuÍcªÔ*½²»Âci©vTÒ²¥¼´�

fÂ�HÏ�n�Â��²»¥¶[1�Âà÷Þâóù©¿¬
¿¹»¨Ò·¥Ç¶¹»¥Ô¾��ª*©¿¬»¯Ê¹»¥Ê´�
¦¸ÂRÂj�¼Ã�?ZZ�©,ÓÀ�»¥Ê´�

`²©Ô�ÈÂ L´§H�¥¡½¥¦��À�G²Ê²¶�
r'©½»Í¦ÒÏÊ²¥¼´�>3´«µ��´«¿¥g+×½
»Í¥¨²»¥Ò¹²ÎÔ½C¥Ê²¶�
XÀÑ¹»B©�¨À¿Ô½¥¦��×NÌ»9G²¶�
½¹»Í¥¥�$aü	�½Ûðùè¼Ï¹»Ë¶¥ü
Ï¹ÅÓÆ¨ÕÔ��ª¶¥�
p�Â	�¼Í.¼Â�U: zXíÞêæÞ¡×ÆÒªÊ²¶�
.¼�U×Ã´°¬aJ¸¥¥²��¼ªÔ¯½©Ö¨ÓÊ´�
vP¿�$a¼¦ÕÏÊ²¥¼´ü
´©´©²¥ü
´É»©vP¼²¶��>¼zXíÞêæÞ²¶¥ü
¥Ï±ÕÔq�¥º¨�ª¶¥¼´�

ÙùßûèyYĂ��|Â=D

17%

70%

13%

���

kD

4D

#s¿²

18%

17%

26%

31%

4% 0%

0%
4%

��

20�

30�

40�

50�

60�

70�

80���

8%
9%

9%

13%

9%

0%

13%

13%

9%

17%

��
%U�!ý��þ

%U�!ý7Zþ

��!


o!

�"^

7h

;^�6

ìûèúÙöëÛè



+.,/-�0���!�


31

18%

61%

13%

4% 4%

���������


'����)

��$���)

�$(��� �

#�*���� �

�� �

48%

52%

0% 0%
0%

����


'��%

��$�%�

�$(�$ �

#�*��$ �

�� �

48%

48%

4%

0% 0%

����	�

��&�	��)

���	��)

�$(�	� �

#�*��	� �

�� �

0%

76%

10%

0% 14%

���������


��!��� ����)

�)��� ����)

�$(� �(" �

#�*�� �(" �

�� �



今年で5年目を迎える「まちライブラリー＠OIC」は、5/19（日）
に大学のイベント「いばらき×立命館デー」に参加。おなじみ一箱
古本市をはじめ、絵本の読み聞かせやビブリオバトルなど、本にま
つわる大人も子供も楽しめるイベントを開催した。天気もよく終日
公園側、廊下側の扉を解放し、通りぬけも可とした。

��

日時｜5月19日（日）10:00-16:00
参加者｜762人
主催｜立命館大学
�������'�%'(*����
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いばらき×立命館DAY 臨時開館及びイベント実施

廊下側に長机を設置し、4ブースが出店した。出店者は、昨年の
出店者や、イベント主催者で日ごろからまちライブラリー活動
への協力者だった。昨年の半分の出店数だったが、スペースが
広く出店しやすかったとの意見もあった。

�
��������&)$
���'�%'(*�	�+�#" )!*$����,�

▶よみきかせ会
（主催：松岡彰子）（参加者77人、寄贈本：0冊）

普段は子育て相談と一緒に行うよみきかせを別々に実施。マ
ジックや手遊びもあり、77名が参加した。

▶ことばをたのしむおはなし会スペシャル
（主催：おはなしねっこぼっこ）（参加者83人、寄贈本：0冊）

毎月恒例のよみきかせ団体『ねっこぼっこ』のおはなし会。リ
ピーターもあり、83名が参加した。

▶絵本deキッズコンサート（主催：阪脇乃理子）
（参加者146人、寄贈本：0冊）

楽器を弾きながら歌に合わせてよみきかせを行うイベント。楽
器演奏のため館内での開催。館参加者が146名で、館外にも参加
者があふれた。

▶堤さん読み聞かせ
（主催：堤美千絵）（参加者37人、寄贈本：0冊）

絵本の読み聞かせと「はらぺこあおむし」の絵本に沿って、あ
おむしのキャラクターをつくるワークショップを実施。

▶えほんライブ「絵本で遊ぶ、絵本と遊ぶ、えほん遊牧民」
（主催：絵本遊牧民）（参加者18人、寄贈本：0冊）

主催の絵本遊牧民さんがリクエストで絵本を読むイベント。主
催者を取り囲む形で実施。
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▶子育て・孫育て相談
（主催：松岡彰子）（参加者：9人、寄贈本：0冊）

一箱古本市出店とおはなし会をしながら、館内で子育て相談を
実施。親子数組からの相談を受けた。

▶読書と読み聞かせin English
（主催：藤井佐和子）（参加者：4人、寄贈本：0冊）

日本の童話を中心に英訳された初級の本を使って音読するイベ
ント。親子での参加者もいた。

▶アジアの食文化を考える会
（主催：軒原浩）（参加者：15人、寄贈本：0冊）

立命館大学 徐航明先生と共に日本の食と人とのコミュニュ
ケーションについて考えるイベント。参加者の関心が高く、活
発な意見交換があった。

▶茨木ビブリオバトル・壁ビブリオバトル
（主催：前濱則子）（参加者：37人、寄贈本：0冊）

本の感想をプレゼンし、読みたくなった人に投票するイベント。
小学生から大人までバトラー（発表者）として参加。5/8（水）
から館内で掲示形式で実施の『壁ビブリオバトル』の結果発表
も行った。
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ISまちライブラリー
「中央区のまちライブラリー～誕生から今日まで～」以外のイベントは実施しな
かった。また、GW中の開館日は２日のみで、ブックフェスタ期間中は平素からの
利用者にパンフレットを配布することが中心になった。利用者とゆっくり話す機会
が多いため、個別に好みそうな内容を紹介しながらブックフェスタについて説明を
行った。特に、まちライブラリー＠もりのみやキューズモールでのピクニックまち
ライブラリーの案内を、ベビーカーで来館の母親や小学生に行った。実際に数組の
親子がもりのみやへ訪問したようだ。また、１Fの看板横にパンフレットを設置し
たところ、巣箱利用者や通りかかりの人が持って帰っていたようだった。
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5/17（金）17:30-19:30 中央区のまちライブラリー～誕生から今日まで～
2011年に大阪市中央区でISまちライブラリー始まったまちライブラリーの活動の
変遷をたどるべく、中央区のまちライブラリーオーナーや関係者のみなさまに集
まっていただき、設立のきっかけや普段の活動などお話いただきました。思いもよ
らないつながりが発覚したりと人を通じてまちライブラリーが広がっていることを
再認識できる夜でした。中央区はさまざまな職種のオーナーが多くさながら異業種
交流会のようでした。同じ中央区にあるまちライブラリーということで今後もゆる
く交流を持ち続けられたと思っています。
まちライブラリーの情報誌「まちライブ05～大阪市中央区特集～」も刊行！

オーナー：礒井純充
レポート：小野千佐子、奥井希

まちライブラリー＠住みよいまち＆絆研究所
事務所があるISまちライブラリーのウッドとレトロゾーンをお借りして、大阪各地
の古写真展示と古写真活用セミナー、まちの思い出サロンを行うことで、連休の最
終日にもかかわらず多くの方に来ていただくことができた。
思い出サロンでは、大阪に関する本、関心のある町本を持参いただき、大阪のまち
の話題に花が咲いた。
また、ある方は祖父にまつわる古写真をたくさん持参いただき、特徴ある服装や町
並み、分からない点をどのように掘り起こしていったらいいか等話し合うことがで
きた。

j��{�
=(�9�

５/6（祝月）16:30-18:00「大阪タイムトリップまちの思い出サロン」
オーナー／レポート：奥野 修
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まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
昨年に引き続き「まちライブラリーブック
フェスタ2019 in 関西」のメイン会場とし
て実施。併せて、開館４周年を記念して4
月27日（土）～5月6日（月・祝）の10連
休には「10日間で100人と出会う」企画を、
森ノ宮地域住民、もりのみやキューズモー
ルBASEテナント、まちライブラリーサ
ポーターら103人と共に開催した。各地か
ら来館があり、ブックスポット全体をけん
引する役割を担い、地域交流拠点としての
これからの施設づくりに繋がるイベントと
なった。
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担当者／レポート：並河真次

小さなお庭と猫の図書館
SNSのイベント告知を通じての参加者が一番多かったように思います。ブック
フェスタ期間中に大きな変化はありませんでしたが、このイベントをきっかけに初
めて来られる方がいて、まちライブラリーを知っていただく良い機会になったので
はないでしょうか。猫の図書館らしく猫づくしのイベントでしたが、猫好きさんが
集まれる場になったこともうれしかったです。
猫本紹介では、猫の本を通じて、いろんな人とお話ができてよかった、とコメン
トもいただきました。
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5/15（水）15:00-17:00「チクチク楽しい猫もの手芸・MYソックスキャット」
5/19（日）13:00-15:00「猫本紹介と新緑の猫茶会」

当者／レポート：豊田

C Flat まちライブラリー
今回のブックフェスタでは、当まちライブラリーでは「海外・語学好き読書会」
を開催しました。今回は実験的に１９時からの遅めの時間の開催にチャレンジして
みました。時間が遅かったためか、参加者はいつもより少なめで残念でしたが、海
外に詳しい人、海外旅行が好きな人、外国人に日本語を教えている人があつまって
ワイワイ楽しく読書会を終えました。このイベントを通じて、読書の視野が広がり
ました。今回も様々な職業の方達が来られていて、中でも日本語教師をされている
方との出会いは印象的でした。その方が持ってこられた「SNSで外国語をマス
ターする≪冒険家メソッド≫」はまさに現代的勉強法だと思いました。
IT化が進んだ今は何でも電子化ですが、個人的には読書は紙が良いと改めて思い
ました。その他、元祖キラキラネームの名付け親(？)森鴎外氏の娘である森茉莉さ
んの本も時代を感じさせずに面白かったです。

この一カ月の間に、中央区まちライブラリーイベントにも参加、当まちライブラ
リーの紹介をさせて頂いたり、他のライブラリーの皆さんとも交流ができました。
まちらいぶにも掲載して頂き感謝しています。いつもイベントに参加させて頂きあ
りがとうございます！
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5/11（土）19:00-20:30「海外・語学好き読書会」
オーナー／レポート：永野馨子
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大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）情報ライブラリー ��	��4,200�

エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館） �
����	�100�

5/10（金）社会運動史研究の現在地 ̶̶『社会運動史研究』第1巻合評会

レポート：エル・ライブラリーのブログ
（http://l-library.hatenablog.com/entry/2019/05/15/125950）より

大阪歴史博物館2階なにわ歴史塾
改元にあわせた図書特集コーナー「平成をふり返る」では、こども達は興
味深く、大人達は懐かしそうに本を読まれていました。またアジア系の外
国の方は歴代の天皇が紹介された本に興味をもたれる方が多く、英語版の
有無やどこで購入できるかなど聞きに来られる方もいました。

ブックフェスタのパンフレットやスタンプラリーは普段はなにわ歴史塾の
前を通り過ぎて行ってしまうお客様の足を止め、塾に入ってきていただく
きっかけのひとつになったと思います。
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4/３（水）～5/20（月）
9:30-17:00「平成をふり返る」
オーナー／レポート：大阪歴史博物館

女性関係情報の収集・提供を行う専門情報センターとして、気軽に立ち寄れるきっ
かけになるように、2017年より参加しています。2019年はブックスポットとし
て、パンフレットで紹介していただき、スタンプラリーのポイントを設置しました。
期間中には、「月イチブックサロン～ときどきシネマ～」を開催して、参加された
方と一緒にゆったり映画を楽しみました。ドーンセンター全体の来館者へ向けても、
パンフレットを配布したり、ブックスポットを掲載したマップを掲示したりして、
まちライブラリーを知ってもらう機会になったのではないかと思います。

オーナー／レポート：
ドーンセンター指定管理者：ドーン運営共同体

5/11（土）日本図書館研究会情報組織化研究グループ2019年5月月例研究会

エル・ライブラリーにおいて開催しました（20名）。
『運動史とは何か̶̶社会運動史研究1』（大野光明・小杉亮子・松井隆志編、新
曜社）の出版を記念しての合評会です。編集者の3名、コメンテータ―黒川伊織氏、
伊藤綾香氏の発言を中心にフロアからもいろいろな応答がありました。合評会は今
後も場所を変えて重ねて行われていく予定だそうです。

（エル・おおさか南館）に開催され、当館が協力し、館長谷合佳代子とスタッフ下
久保恵子が発表しました。エル・ライブラリーと共同で「Ａto M」（アーカイブ
ズ資料の目録システム）を運用してくださっている櫻田和也さんにフォローしてい
ただきました。
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大阪市立島之内図書館
本をカバーで覆い、作品の舞台となっている地名がわかるように表示した
覆面本を用意しました。その本の世界を旅していただけるよう、また舞台
となった地域へ旅をしてみたいと気持ちを持っていただけるようにと思い
を込めて、さまざまな中から60冊の本を選び、展示しました。

ご利用になった方には、行きたい場所や縁ある場所の本を選んでいただけ
たようで、多くの方に手にしていただけました。

オーナー／レポート：大阪市立島之内図書館

4/27-5/8「覆面本展 -本と旅する、本を旅する-」

SUS～くらしと本のみせ スウス～
昨年お店をオープンしたので、地域の方にお店の事、まちライブラリーの事を知っ
ていただけたらいいな、と考えて登録させていただきました。
こちらの都合で、人の集まる本のイベント(一箱古本市)をブックフェスタのはじま
る前日に開催したので、ブックフェスタの期間中の来館者数は普段通りでした。
いただいたスタンプカードは全部配り、他のブックスポットにも興味をもっていた
だけました。
ただ、当店にスタンプカードを持って来店する方
はいらっしゃらなかったので、他のブックスポッ
トとつながれるように、告知などもっと出来るこ
とがあったかな、というのが反省点です。
オーナー：レポート：木下知子
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大阪市立城東図書館

ボランティアグループ城東絵本の会のみなさんによる、絵本やパネルシアターをはじめ、音楽人形劇、大型絵本、手袋人形の
うたあそびなどなど、もりだくさんなプログラムを楽しみました。連休の初日でしたがたくさんの方が来てくださり、座る場
所がないくらいの大盛況でした。

オーナー／レポート：大阪市立城東図書館

4/27（土）14:00-15:00「城東絵本の会の春の子ども会」
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5/19（日）14:00-15:00「えほんdeカルタ大会♪」
えほんdeカルタは、会場に並べた絵本がカルタの取り札！城東区住みます芸人のアンリミテッドプリパレーション（アンプ
リ）のお二人が絵本の一文を読み上げると、子どもたちがこれはと思う絵本に飛びつき、真剣勝負が繰り広げられました。会
場で見守る大人たちも、子どもたちの素早い反応に感心しきり。カルタ大会のあとはアンプリの漫才も楽しむことができて、
大満足な1時間でした。

大阪市立鶴見図書館 ��������7�

各々のおすすめ本を紹介しました。歌集、ノンフィクション、絵本と、多様なジャンルの作品が紹介され、活発な意見交換が
されました。

5/19（日）10:30-12:00「読書交流会」
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大阪市立東成図書館

120冊ほどの絵本を面展台に、30冊ほどの絵本を紹介した本を壁沿いに並べました。司書による絵本選びや読み聞かせについ
てのアドバイスやお母さんが共感できる絵本の読み聞かせ、ボランティアグループ絵本の会東成メンバーによるミニおはなし
会、参加者が2つのグループに分かれ、お互いに絵本を読み合ったり、お子さんへの読み聞かせについての悩みを相談しあった
りするワークショップ、子育て支援センター職員による手遊びといったプログラムでした。読み聞かせや手遊びは親子ともよ
く聞いたり、楽しんだりされていて、お母さんたちはワークショップにも積極的に参加されていました。絵本や絵本を紹介し
た本の貸出もたくさんありました。

>MSD����X16�

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

改元する年ということで、来館者の皆さんに平成30年間のベストセラーを振り返っていただこうと企画しました。平成各年の
売り上げベスト3の本を集め、一般書のコーナーに向かう通路沿いの展示用書架で展示をしました。通りすぎる方は、老若男女
を問わず、よく立ち止まってみてくれていたようです。借りてくれた人数を取る方法がなく数は不明ですが、書架に本がほと
んど残っていないときもあり、よく貸し出しされていたようです。書架には配布用の展示図書リストを50部置いていましたが、
ブックフェスタ時期に15部ほど、展示終了までに全部で35部ほど持っていってもらいました。

4/21-5/19「みんなでふりかえる平成のベストセラー」

オーナー／レポート：大阪市立東成図書館

まちライブラリー＠週間マガリ

知る人ぞ知る大阪のディープスポット、週間マガリの一日店長として開催
したイベントです。一日店長が持参したトラウマ本をフリートークで語り
ました。来店したお客さんもテーマに限らず、自由に語らう場となりまし
た。賑やかなBARの中に本があるという印象です。

20：00より、来店したお客さんがトラウマ本を語る場を設けました。実際
に本を持ってきた方や、読んだときのイメージを語る方など、語り方は
様々でした。閉店前にも、同じ場を設け、今度は本を語るお客さんをカウ
ンターに招き、ブックトークをしてもらいました。特にカウンターでの
ブックトークは多くのお客さんが耳を傾けました。
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5/1（水）19:00-23:00 本屋Bar【あなたのトラウマ本】

（オーナー／担当者：小西亮）一日店長：西野宏太郎
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まちライブラリー＠PapaHemingway
2018年に初参加を行い今年で2回目となります。前回と同様に2つのイベ
ント（「①本とお酒を楽しもう！！のんびり読書編」、「②本とお酒を楽
しもう！！イベント編」）をSNSと店頭、店内での冊子の設置で告知して
いました。今回は、「②本とお酒を楽しもう！！イベント編」に1名の方
にご参加いただきました。企画としては残念ながら今回は失敗に終わりま
したが、来ていただいた方とはお酒を飲みながら本関する雑談をさせてい
ただき楽し時間を過ごせました。また、会話の後はしばらくのんびりと読
書もしていただけました。
企画として盛り上がりを実現できなかった内容となりました。要因として
は下記のようなことを想定しています。
・SNSや冊子での企画内容が明確でなく、内容に興味を持っていただけな
かった。(2つのイベントに関して)
・お酒を飲みながら本を読むという習慣がまだまだ認知されていない（2
つのイベントに関して）
・本とお酒を楽しもう！！のイベント設定日が大きなイベントと重ねてし
まった。(イベント編のみ)
・地区単位内のまちライブラリーと連携（情報や人の交流）ができなかっ
た。
来年は企画内容をわかりやすく、かつ飲食店らしく魅力のあるものにしな
いと来ていただけないように思えました。（本とお酒を楽しむ認知度を上
げる仕掛けが必要）
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4/21（日）～5月19日（日）平日15:00-22:00「本とお酒を楽しもう！！イベント編」
4/27（土）16:00-18:00「本とお酒を楽しもう！！のんびり読書編」
オーナー／レポート：上田、西澤
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オーナー／レポート：田中冬一郎

イベント当日は「震災」をテーマに参加者が自由に持ち寄った本をそれぞれ自己紹
介も兼ねてパネルに記入して読後の感想を発表した後、本の中から実際にすぐ活用
できる減災対策として「鯖缶を使用したキャンドル」を灯したり、ワークショップ
を行いました。
終了後はの参加者からは「いわゆるノウハウ本以外にも様々な本が出版されている
のですね」などの感想もあがっていました。

4/25(木)「震災に備える」
持ち寄り読書会&WS

大阪市立北図書館 
����	��58�

オーナー／レポート：大阪市立北図書館

大人用、子ども用の占いボックスを設置。5月の連休や土日の参加者が多くみられ
た。小学生が友達何人かで参加、もう一度したいとの要望もあったが、カードの補
充が間に合わずという日もあった。小さい子どもは、ボックスからカードを引くこ
とが楽しい様子だった。思い当たる占い結果があったとの感想を寄せられた参加者
もいた。

4/21-5/19「図書館で本占いをやってみよう！」
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大阪市立都島図書館 ��	�����
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オーナー／レポート：大阪市立都島図書館

あかちゃんから小学生までたくさんのみなさんが参加してくださいました。
手袋人形の「おはながわらった」やエプロンシアター「いぬのおまわりさ
ん」では、みんなで一緒に歌を歌って楽しみました！

4/24（水）15:30-16:15「おはなしらんらんの春のおたのしみ会」
(大阪市立都島区民センター 会議室3）

2025年に55年ぶりに大阪にやってくる「万博」を記念して、1970年の
万博や太陽の塔の写真集、万博について考える図書、70年代についての
図書などを展示しました。当時のことを懐かしんで、閲覧・貸出される方
が多くおられました。

5/1-5/19「万博＠大阪ーｆｒｏｍ 1970 ｔｏ 2025-」

大阪市立福島図書館 ��	�����
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オーナー／レポート：大阪市立福島図書館

おススメの本を持ち寄って、平成最後の日に開催した「平成最後の読書
会」。昔懐かしい現代日本文学の太宰治や武田泰淳、ヤング向けの米澤穂
信の『氷菓』や児童書作家の渡辺茂男が絵本の魅力を紹介したブックガイ
ドなど、普段、自分からは手にとらないような内容の本の話に耳を傾け、
違ったジャンルの本も読んでみようかな…と心ひかれるひとときとなりま
した。

4/30（火）14:00-15:00
「平成最後の読書会-あなたのいちおし作家・作品は？-」
（福島区民センター 3階会議室）

大阪市立淀川図書館 ��	�����
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オーナー／レポート：大阪市立淀川図書館

0歳から4歳ぐらいまでの子どもとその保護者等が来場。開催時間直前か
ら参加者が続々に増え、半分を経過したところで30名となった。オープ
ニング「たんぽぽ」の手袋人形は、リズミカルな詩を朗読しながら、幼い
子どもたちの視線をひきつけていた。次のストーリーテリング「さんびき
のやぎのがらがらどん」や大型紙芝居「たべられたやまんば」では、お話
を知っているのか、熱心に聞き入る子どもたちの姿が見られた。パネルシ
アターやおはなし組木「ぞうくんのさんぽ」は、会場が一体となって一緒
に歌い、大いに盛り上がった。パペット人形、大型絵本と、子どもたちを
飽きさせない工夫のあるプログラム構成で、絵本の会淀川の皆さんの日頃
の練習の成果を感じた1時間であった。途中、ぐずって大泣きする幼児が
2名おりお母さんと退出したが、最後は泣き止んで会場に戻られた。皆さ
んが最後まで楽しんでくれた。

5/6（月）13:30-14:30「おはなしくるりんパッ！」



キャンディ・プロジェクトとしてのブックフェスタの参加は今年で３回目。早朝か
らの開催に人が集まるのか…と少し不安があったものの、少人数でしたが足を運ん
でいただけました。
始まってみると話しは色々と盛り上がりました。皆さんの初恋の時期、男女が異性
に魅力を感じる目線の違いなどが話題になり、皆さんと楽しく初恋談話ができまし
た。終始和やかな雰囲気で、主催して良かったと
思えるイベントになりました。
モーニングのトーストをバリバリかじりなが
ら語った初恋の話しの味は
さて、どんな味になったのでしょうか？

4/23（火）7:30-8:30
モーニングのトーストをバリバリかじりながら初恋を語る
＊サンジョルディの日（場所：カフェテントウムシ）

担当者／レポート：佐野いずみ
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キャンディ・ライブラリー（一般社団法人キャンディ・プロジェクト） �&*#����-2�

大阪市立中央図書館 �&*#����-265�

ボランティアグループ竹とんぼのみなさんがプログラムを工夫してくれ、
絵本や紙芝居だけでなく、パネルシアター、ブラックパネルシアター、エ
プロンシアター、せんたくばさみショー、ペープサートなど、演目の種類
が豊富で、子どもたちは飽きることなく楽しんでいるように見えた。また、
演目の種類が多いため使用するパネルなども多かったが、準備ができてい
たため演目と演目の間もスムーズだった。演者と子どもたちとの言葉のか
けあいも面白く、大人からも笑いがおこっていた。演者から話しかける様
子など、全体的に暖かい親しみやすい雰囲気のおたのしみ会だった。

4/29（月）14:00-15:00「春のおたのしみ会」

「読書交流会」は、参加者自身がおすすめの本を持ち寄って互いに紹介し
あう、雑談もOKのイベントです。幅広い年代等で交流していただけるよ
うに、テーブルを分けて開催しました。それぞれのテーブルでは、おすす
めの本や作家について熱心に話され、推理小説を紹介しているテーブルで
は、コナン・ドイルや東野圭吾の作品を例として話があり、他のテーブル
では、文明の発達に関することや人類と馬の関わりについての話など幅広
い話題があり、十分に議論をされたようです。

5/18（土）10:00-12:00「読書交流会」

大阪市で活動するアマチュア人形劇団の大阪人形劇連絡会による人形劇と、
工作ワークショップ。第1部で各グループの個性あふれる人形劇をたっぷ
り6公演楽しんだ後、第2部で紙コップを使った工作をしました。かわい
らしい動きの動物たちに笑ったり、怖いオニに驚いたり、人形劇に子ども
から大人まで見入っていました。公演の合間には、皿回し体験があり、真
剣な表情で何度もチャレンジしている子どもも見られ、盛り上がりました。
親子連れや、お父さんと一緒の参加者も多く、子どもたちの笑顔があふれ
た賑やかな会になりました。

5/19（日）12:30-15:30「みんなでみよう たのしい人形劇！」
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オーナー／レポート：大阪市立中央図書館

専門図書館や、まちライブラリー、マイクロライブラリーの図書とともに、
大阪市内にある専門図書館のパンフレット類を展示・配布しました。
パンフレット類はお持ち帰りいただく方が多く、展示していた資料もあわ
せてご覧いただけていたと思います。
公共図書館だけでなく、いろんなブックスポットを紹介できるいい機会
だったと思いました。

4/21-5/19「いろんなライブラリーご紹介します！展」

平成30年間の最後にあわせて、 大阪市立図書館が平成の時代に「あなた
にこの本を！」にえらんだ図書を中心に展示し、平成の時代を振り返りま
した。
中央図書館2階のエレベーター前に図書展示コーナーをつくり、「あなた
にこの本を！」が始まった平成3(1991)年当時の図書から最近のものまで
を本棚に並べ、ご来館いただいた多くの方に手にとっていただきました。
この様子は、平成最後に発行された大阪日日新聞・平成31年4月30日号
でも紹介されました。
※大阪市立図書館では、図書館で受け入れた新刊図書の中から、推せんす
る図書を選び、｢月刊あなたにこの本を！」（A4サイズ1枚）を発行して
います。

4/21-5/19「さよなら平成展」

大阪市立中央図書館自動車文庫

自動車文庫の各ステーションでおすすめ本を記入していただくシートを利用者に手渡し、次回巡回時に回収した。86件の
記入していただいたシートをおすすめ本にはさんで自動車文庫に積み込み、別のステーションでも貸出を行った。コメン
トもしっかり書いてくださっており、本と一緒におすすめコメントを楽しんでいただくことができた。

4/23-5/19「ステーション発！おすすめ本の旅」

オーナー／レポート：大阪市立中央図書館自動車文庫

ボランティアグループあべのとんとんブーさんに出演していただき、
えほんの読み聞かせや紙芝居等を行った。新緑の中のおはなし会は
とても気持ちよく参加者の親子連れにも楽しんでいただけた。

5/17（金）11:00-11:30「まちかど号えほんのじかん」
(大阪市阿倍野区 桃ヶ池公園)

��	�����
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「大人のくつろぎスペース・本の森」は、ボランティアグループ一八十の会による、大人にも魅力的な絵本や詩の読み語りに、
ちょっぴり音楽も添えての大人向けおはなし会。3ヶ月に一回程度開催していますが、ブックフェスタ時期は、昨年同様、読
書交流タイム付スペシャル版を実施しました。絵本『さみしかった本』(岩崎書店)と、詩「雨ニモマケズ」の読み語り、ハー
モニカ演奏の後は、「私の好きな絵本」というテーマで、参加者と一八十の会メンバー、司書が複数の班にわかれ、絵本につ
いて楽しくおしゃべりしました。不安定なお天気のためか、いつもより参加者は少なめでしたが盛り上がりました。
オーナー／レポート：大阪市立阿倍野図書館

大阪市立阿倍野図書館

今回はフェスタに合わせた形でのイベントは行いませんでしたが、例年よりもカタ
ログを手に来られた方が多かったです。近隣のまちライブラリーを一度に巡ろうと
されている方も多かったです。
古本屋併設のまちライブラリーというのは珍しいようで、その点に言及される方

も多かったです。
また近隣のお店の宣伝を本を通して行なっているというと、興味を持たれる方も多
くおられました。期間中の来場者ですが、ブックフェスタを目当てに来られた方は
５人くらいは確認できています。
他にも来店された方でカタログに
興味を持たれた方もおられます。

オーナー／レポート：大吉堂
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まちライブラリー＠大吉堂の店先本棚

5/14（火）13:30-15:00「大人のくつろぎスペース・本の森スペシャル」

ボランティアグループ天王寺おはなし「ぼちぼち」によるおはなし会。当館定例行
事の拡大版として開催している。プログラムは、手遊び「おべんとうばこのうた」
「ミックスジュース」、パネルシアター、大型絵本『ろばさんのかわいいバッグ』、
組木「三びきのやぎのがらがらどん」と、年齢の違う子どもたちにも楽しんでもら
える内容だった。小さい子どもたちも多かったが、集中して聞いてくれた。手遊び
やパネルシアターなどは参加の親子と演者が一つになり、良いおはなし会だった。
参加人数は、会場の広さからすると、ちょうど良いくらいだった。

オーナー／レポート：大阪市立天王寺図書館

大阪市立天王寺図書館
4/27（土）15:00-15:45「ぼちぼちのおはなし会」

「来館者おすすめの本」を募集し、直筆のメッセージと共に展示しました。メッ
セージが集まるまでは職員おすすめの「書物の森」ブックリストの本を集め、こち
らの本もよく借りられていました。また、丸シールを用意して、メッセージ欄に貼
れるようにしました。これは読んでみてよかったら付けるもので、来館者同士の交
流がはかれるようにしたものです。おすすめ本含め、普段はあまり借りられない本
が借りられていました。また、メッセージを読む利用者も多く見受けられました。

4/21-5/19「おすすめの本、読んでみて！展」

+3:1����<22�
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Cafe&Bar��#"103

まちライブラリー＠大阪府立大学
定例イベントである「借り家歌会」「お江戸カフェ」は、ブックフェスタ
特別版として開催されました。ゲストをお招きするなど、通常とは違う熱
気があり参加者は楽しんで参加され、自分が参加したイベントの本棚に興
味を示す方も多くおられました。
ブックフェスタ期間中の１か月の来館については、大型連休を考慮すると
通常と大きな変化はありませんでした。
オープニングシンポジウムやマイクロ・ライブラリーサミットを通して
「まちライブラリー＠大阪府立大学」に興味を持たれた方が多くおられた
ことを実感できました。

�!&�����(30�
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5/16(木) 19:00~20:45「借り家歌会」
5/18(土) 14:00~16:00
「お江戸カフェ～災いからみた私たちの歴史～」
他、ブックフェスタ未エントリーイベント3件開催
オーナー／レポート：大阪府立大学地域連携室

まちライブラリー＠Áワーク創造館

小学校の国語の教科書に載っていた名作を、大人になった今こそ、みんな
で読み返してみようという主旨のイベントでした。
今回は小学校２年生の国語の教科書に掲載されていた、『えいっ』という
お話を全員で読み返しました。
国語の授業のように順番に「音読」し、そのあとに感想を語り合います。
子ども向けの作品で、話も短く、易しい言葉で書かれているのですが、細
かい心情描写が少ない分、キャラクターの気持ちを考える「ゆとり」があ
りました。
「ここどういう気持ちやったと思います？」と言いながら深堀りし、それ
ぞれ違う意見が出るのが面白かったです。
参加者の方から印象的な国語の名作をお聞きしたので、また次回開催でき
ればと思います。

�!&�����(6�

4/24（水）19:00-21:00「教科書の名作を今読み返す」

担当者／レポート：鍋島（イベント担当）

お仕事のりかえポート FUNADE＠Áワーク創造館

自分の気持ちを「言葉にする」、普段使っている「言葉を磨く」ための
ワークを通じて、自分の気持ちを言葉にする練習を行いました。
最初に、同じ言葉を聞いてイラストを描いてもらい、同じ言葉を聞いても、
完成図が異なる＝人によって受け取り方が違う、ということをまず体感し
ていただきました。
そのうえで、正しく伝えるための工夫をするワークを行いました。目で見
た情報を言葉に変える、というワークです。
また、ゲームを使って短歌を作って、自分の意図が伝わるか答え合わせを
するなど、２時間で合計５つのワークに取り組みながら、言葉について考
えました。言葉の奥深さを体感できた２時間でした。

�!&�����(5�

5/15（水）19:00-21:00「自分の気持ちを言葉で表現しよう」

担当者／レポート：鍋島（イベント担当）
44



45

鉄道と本koto.coto.＠ジオラマ103
「鉄道と本 koto.coto.」は鉄道研究会”TKN48“の女子メンバーで結成し
た”T-Girls”が開催しているイベントです。2017年11月に和歌山市、2018
年4月に大阪・中津にて開催し、３回目の今回は、鉄研メンバーがオーナー
である大阪・恵美須町のCafé & Bar「ジオラマ103」で開催しました。
鉄道模型の走る店内に鉄道絵本のライブラリーを設置、参加された方には
鉄道のお菓子をプレゼントしました。普段は15歳未満の方は入店できない
のですが、Twitterで見たという小さなお子さん連れのご家族も来てくだ
さって、鉄道雑誌の切り抜きなどのしおり作りを一緒に楽しみました。読
み聞かせには鉄道ファンの「おおきなおともだち」も興味津々、交流のひ
ろがる時間となりました。
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4/20（日）13:30-16:30鉄道と本 koto.coto.
イベント主催者：T-Girls from TKN48／レポート：イソカツミ

大阪市立港図書館

子育てエッセイ、ノウハウ本など、子育てに関する本をいろいろ集め展示しました。
展示中、子育てに関わる本でおすすめの本を来館者、期間中のこども向け行事の参加者の
みなさんに教えてもらい、おすすめコメントを書いていただいた本をコメントとともに追
加展示しました。

4/21-5/19「子育て、あれこれ展」

オーナー／レポート：大阪市立港図書館

大阪市立大正図書館

少しでも多くの方に来ていただけるよう、区の広報紙でPRし、地域のスーパーマーケットのコミュニティボードにもポスター
を掲示していただいた。行事をより親しみやすくするため、ボランティアの発案で例年どおり、絵本にちなんだ簡単な工作遊
び(びゅんびゅんごまをつくって回す)もおこなった。参加者も担当ボランティアも、大いに楽しむことができた。好天の大型
連休の初日にあたっていたためか、予想よりも参加者が少なかったのが残念。

4/27（土）14:00-15:00「おはなしボランティア アナンシのこども会」
（大正区コミュニティセンター 第4会議室）

オーナー／レポート：大阪市立大正図書館

昨年度に実施してご好評いただきました企画を、改めて開催しました。おかげさまで、昨年度に比べて小学生の参加が増えま
した。また、福袋を借りた後に、自分のおすすめ本を紹介してくださるなど、積極的に参加される方もおられました。
期間の途中からは、福袋の個数と福袋が貸出された「のべ回数」を随時掲示して、さらなる参加を募りました。
昨年度と同じように、終了後は、寄せていただいたおすすめ本の紹介文と感想を、まとめて当館のホームページで公開する予
定です。

4/21-5/19「かえってきた！あなたがつくる図書館福袋」

��	�����
36�



��������������
����
�	�

������	�

46

大阪市立浪速図書館

昨年に引き続き、利用者がおすすめする本の展示を行いました。おすすめ本をカードに記
入してもらい、面展書架にカードと本を展示しました。参加者数は記入してもらったカー
ドの枚数としました。昨年のおすすめ本のリストを作成し、それらの本も同時に展示しま
した。「いいね！」シールを用意し、本を読んだ利用者の方には、「おもしろかった」と
か「よかった」と思ったら、カードのコメント欄に貼ってもらうようにしました。最初は
少しずつでしたが、だんだんとカードが集まりだし、昨年の3倍近くのおすすめ本を紹介
いただきました。幼児から80代のご高齢の方まで、大好きな絵本や実用書、ご自分の大切
にされている本を紹介してくださる方など、幅広い年代の方からさまざまなジャンルの本
が集まりました。ふだん自分では選ばないような本に興味を持たれて、シールを貼ってく
ださる方もあり、皆さんの交流の場となっていたようです。

オーナー／レポート：大阪市立浪速図書館

4/21-5/19「「つながるひろがる本の森」展」

���������41�

大阪市立生野図書館

お子さん連れの方など、20名の参加がありました。ボランティアグループおはなしデュオ♪くみどり♪さんによる、楽しい
音楽と歌をまじえた、大きな絵本『バルボンさんのおでかけ』の読み聞かせやおはなし組木「ぞうくんのさんぽ」、パネルシ
アターなどをがありました！ことばあそびや民族楽器の紹介などもあり、小さなお子さんから大人の方も楽しんでいただけま
した。

オーナー／レポート：大阪市立生野図書館

5/11（土）11:00-12:00「おはなしデュオ♪くみどり♪の春風ライブ」
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本棚に埋もれたまま、1年以上誰にも借りてもらえなかった「貸出0(ゼロ)の本」と、
「人」との出会いを願って、約80冊の本を集めて展示しました。背表紙で並んでい
る本棚では目にとめられなかった本も、本の顔である表紙をご覧いただくことに
よって、手に取っていただきやすいのか、よく借りられていました。

4/21-5/19「貸出0(ゼロ)の本読んでみて！in 2019展」

大阪市立平野図書館

多彩なプログラムが音楽に合わせて繰り広げられました。途中からどんどんお客さんが来て、最後は100人に！1時間があっ
というまでした。短い変化に富んだプログラムがたくさんあり、赤ちゃんから大人までいっしょにわくわく楽しみました。

4/27（土）10:30-11:30「キッズシアターかみふうせんのおたのしみ会」
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「一年間貸出ゼロの本」展では、図書館のさまざまなジャンルの棚から、しばらく
読まれていない図書を集め、表紙を見せて展示しました。結果、展示したうちの7割
以上の図書を手に取っていただけました。思わぬ本との出会いは見つかったでしょ
うか。集めるうちに、こんな本が出ていたんだなあという発見もたくさんありまし
た。

4/21-5/15「一年間貸出ゼロの本」
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まちライブラリー＠RAFIQ（OSAKAなんみんハウス）
RAFIQは関西唯一の在日難民支援団体です。全員が市民ボラ
ンティアとして所属しており、有給スタッフはおりません。
日本の難民認定は極めて低く、０，１％にも満たない認定率
です。このような厳しい状況のなか、難民認定申請に向けて、
弁護士と連携しながら難民認定を獲得できるよう法的なサ
ポートを行っています。また困窮する難民には食糧や医療な
どの生活支援、シェルター入居受け入れなど、幅広いきめ細
やかな支援を心がけています。さらに、日本の難民問題を広
く日本社会に知っていただけるように、講座や各種イベント
を企画運営しています。先進国として国際的責任を果たすよ
うに日本政府にも申し入れなども随時行っています。

このたびのブックフェスタには、このような業務の多忙さ
から参加ができませんでしたので、まちライブラリーを開設
して８ヶ月ほどの様子をご報告させていただきます。蔵書も
増え続け、会員がたくさん借りて帰ります。難民支援の実務
には教科書はなく、実例や経験、そして様々な書籍からの知
識が必要となります。また難民の出身国を知り、支援対象難
民と信頼関係を築くためにも勉強しなければなりません。会
員だけでなく、近辺の一般の方も本を借りに来られました。
私たちの草の根活動のために、こうして本がきっかけとなり、
外へどんどん広がっていっていることを実感しています。ぜ
ひ皆様もお越しください。

47
まちライブラリー＠フリースペースnagomu
通常、レンタルスペースと併設しており、イベント期間前にはレンタルス
ペースのお客様にブックフェスタのパンフレットを全てお配りさせていた
だきました。
今回のイベントパンフレットでnagomuを知っていただき、来館者が少し
でもあればと思いましたが、残念なことにお一人も訪問者がいませんでし
た。
せっかく、パンフレットにも掲載していただき、スタンプも送っていただ
いたのに良いご報告ができなくて申し訳ありません。

オーナー／レポート：フリースペースnagomu

まちライブラリー＠シエリアシティ千里山
イベントは「ハーバリウムづくり」のワークショップを開催した。近隣
にチラシを配ったこともあり、小さいスペースではあるがお子様も含め
20名弱の方々が来場。「親子で楽しむ」というテーマにふさわしく、
終始賑やかな雰囲気でお子様も楽しそうだった。また、参加者の方々が
多数の絵本を寄付して下さり、今後の盛況に期待がもてる。

イベント以外では日々静寂に包まれており、読書するにはこれ以上な
い格別の環境であるといえる。ある一人のお客様の複数来場が印象的で、
今後もご好評いただけるよう快適な環境づくりに努めたい。

オーナー：﨑山
担当者／レポート：北國



48

豊中市立東豊中図書館
毎年こどもへのおはなし会「おはなしたんけんたい」でエントリーさせ
ていただいています。5月に入るとじわじわと蒸し暑くなりはじめ、ま
るで初夏のような気候のなか、11日は参加者が少なめでしたが、会場
の絵本コーナーはすでに半袖の元気な子供たちの声でずいぶんと賑やか
になりました。読み聞かせが始まると少し長いかな、と思われるような
お話も、じっと聞き入ってくれました。 まちライブラリーのパンフ
レットを手にされていた子ども連れの女性にお声がけすると、「去年も
このパンフレットは興味深く見せてもらいました。楽しい取り組みです
ね」とおっしゃっていました。

アンケートにご協力いただいた方からは知らなかったというお声もあり
ますが、毎年ＰＲを続けていくことに意味があると感じました。

担当者／レポート：中田
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4/27（土）5/11（土）11：00-11：30
「おはなしたんけんたい」

豊中市立千里図書館

千里図書館では、ビジネスコーナーを設け、ビジネスシーンで役立つ資
料や、分析・調査に活用できる資料をご用意しています。また、就労支
援講座や講演会＜Ｂゼミ（ビジネスゼミナール）＞なども行っています。
今回は、昨年行った、Ｂゼミの紹介や、創業をテーマとした本を展示し
ました。来館された利用者は、ブックフェスタの冊子を手に取り、様々
なブックイベントが各地で開催されているのを興味深く見ておられまし
た。
担当者／レポート：青木みどり

�����46,149�

4/21(日)～5/19(日)
展示「働くあなたに役立つ講座 ビジネスゼミナール展」

豊中市立千里図書館の10代のヤングアダルト（ＹＡ）世代向け
コーナーは、ＹＡ！ＢＯＯＫＳという名前がついています。
ＹＡコーナーが出している「ＹＡ！ＢＯＯＫＳ通信」は千里図
書館で活動しているＹＡボランティア『ＹＡらぼ（やーら
ぼ）』も一緒にアイデアを出して発行しているフリーペーパー
です。
今回はＹＡコーナーのメイン展示棚に、今までのＹＡ！ＢＯＯ
ＫＳ通信と最新号で特集されたおすすめ本を展示しました。
まちライブラリーをきっかけに、ＹＡらぼや、ＹＡ！ＢＯＯ
ＫＳ通信について色々な方に興味をもっていただけたようです。
ＹＡ！ＢＯＯＫＳ通信のバックナンバーは豊中市立図書館のＷ
ｅｂサイトでもご覧いただけます。

担当者／レポート：岡本 佳那子

4/21（日）～5/19(日)
展示「こんなんあるで～☆ＹＡ！ＢＯＯＫＳ通信☆」
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リベルテまちぶんこ
4/28（土）に「リベルテまちぶんこ」では毎月開催しているボラン
ティアによる喫茶に合わせて、地域の方のミニ写真展と、本を楽しむ催
しを企画しました。
今回の開催ために地域の方が持ち寄ってくださったミニ写真展は、変わ
りゆく地域の様子や自然の風景、動物の表情など、ほっこりした雰囲気
を感じさせる作品が多く、来館された皆さんも和まれていました。本に
ついては、人気の高いハリーポッター、東野圭吾、鬼平犯科帳のコー
ナーを設け、お気に入りの場所で写真と本とコーヒーを楽しんでいただ
きました。
いつもボランティア喫茶に来られる地域の方や施設の利用者さん、また
普段は福祉施設へ足を運ばれない近隣の方も楽しまれていました。

オーナー：政田省一
担当者／レポート：青山典弘
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4/28（日）14:00-15:30
コスモス喫茶×写真展×リベルテまちぶんこ

まちライブラリー＠ほほえみ
貸出できるようになりました。利用者でもある地域
の高齢者の方が図書委員となり、貸出カードや感想
カードを1冊ずつ丁寧にセットしてくださいました。

オーナー／レポート
：社会福祉法人 東淀川社会福祉協議会
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よどまちライブラリー
少しでもよどまちライブラリーの利用者が増えればと思いましたが、本に親しむ企画を準備できなかったためか
新規の来館者がありませんでした。
あちこちブックスポットに掲載していただきエリアのまちライブラリ̶の存在を知ることができました。
連帯感も感じております。
担当者／レポート：橋本
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大阪市立東淀川図書館

定例の乳幼児向けおたのしみ会「ぴよぴよ」の時間を1時間に拡大して行った。当
日は雨が降りそうな天気だったためか参加者の出足が遅かったが、開始時間になっ
てから来られた。内容は大型絵本の読み聞かせや「おはながわらった」などのパネ
ルシアター、手袋シアター、ふれあい遊びなどをした。参加した子どもは、好きな
絵本に喜んだり、飽きずに楽しんでいた。乳幼児向けのため少し短めにプログラム
を予定していたところ、早く終わりすぎてしまったので、次回ははらぺこあおむし
BOXなど、親子で楽しめるものを用意したいと思う。

オーナー／レポート：大阪市立東淀川図書館
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4/24（水）11:00-12:00「ぴよぴよ春のおたのしみ会」

毎月第1土曜日に実施している「おたのしみ会 ぴょんぴょん」は、大型絵本を中
心に絵本の読み聞かせを行っています。超大型連休真っ盛りの、この日のプログラ
ムは「そらまめくんのベッド」や「こすずめのぼうけん」など。手に持って読める
いつもの絵本のサイズとは異なり、読み手が二人掛かりでめくらないといけないく
らい大きな大型絵本は迫力十分です。子どもたちも、目の前で大きく広がるお話し
の世界に食い入るように見入っていました。

5/4（土）14:00-14:30「おたのしみ会ぴょんぴょん」

毎月第2木曜日に実施している「読書会」を母体にして、今回はそれぞれが自分の
おススメの本を紹介する「読書交流会」を行いました。読書会メンバーのほかに、
初めて参加される方も数名いらして交流会は大いに盛り上がりました。参加者の年
齢も上手いぐあいに各世代が集まり、紹介する本も最近読んだものから、学生時代
に読んだ本を読み返したものまで多岐に渡り、内容も絵本から小説、ドキュメンタ
リーと、非常にバラエティに富んだものとなりました。

5/9（木）10:00-12:00「読書交流会」

音楽データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」（大阪市立図書館が
契約していて、図書館内やご自宅のパソコンからの利用が可能）の音源を聞きなが
ら、宮澤賢治の文学と音楽の関係を甲南女子大学の森本智子講師に語っていただき
ました。音楽を愛し、自然を愛した賢治の独特なオノマトペ（擬声語）のことや、
「セロ弾きのゴｰシュ」が練習していた曲、賢治が聞いていた音楽や作曲した曲な
ど、音楽を切り口に宮澤賢治に触れる充実した講義で、参加者も大満足でした。

5/12（日）14:00-16:00「宮澤賢治と音楽の世界」


