
Work	Café	： お茶を飲みながら「居場所」について語ろう 	
2016年4月16日　13：00〜17：00	

場所：まちライブラリー＠A´ワーク創造館 	 レポーター：大畑元彦	

Work	Cafeお茶を飲みながら「居場所」について語ろうに参加してきました！	
イベント前に付近を散歩。	
天気も良くてすごく気持ちが良かったです。	
主催者：お茶のインストラクター　秋保さんのお茶は絶品！	
散歩と本とお茶…お互い仲良くなるのに、時間は要りませんでした。	
初めてまちライブラリー活動に参加する方もおられましたが、皆さんすっかり打
ち解けて、ゆるゆると楽しい♪時間を過ごすことが出来ました。	
「居場所」って大事ですね♪	

熊取図書館書庫見学ツアー 	
2016年4月16日　10：30〜11：30	
場所　熊取図書館	 レポーター：Yasuhiro	Eguchi	

大阪市から電車やバスを乗り継いで約1時間。思ったよりも遠かった。。	
それでも、普段立ち入り不可の書庫が見学できるならば、行きますとも。	
参加者は図書館常連さんの利用者を除くと、ブックフェスタということでの参加は私だけ！？	
。。んが、これ幸いにと、いろいろ質問やら図書館あるあるなどを聞いていたら、予定時間を超えて
しまっていました。。	
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。。	
特に貴重な書籍を閲覧したりということはありませんでしたが、	
電動で横移動する本棚や、管理しやすい分類方法、修理本、面展台、ビブリオバトルや除籍本の
販売などのイベントのお話など、	
書庫についての情報だけに留まらず、図書館員さんの普段のお仕事内容について知ることができ
大変面白かったです。	
毎月見学ツアーは実施しているそうなので、近隣の方は是非ご参加を！	
※図書館の裏側的な小説とか、あるあるみたいな本ってないんですかね？	
あったら絶対おもしろそーなんだけどな。	　　　　　　　　　　89						



ビブリオバトル＃６５～サン・ジョルディの日 de	ビブリオバトル第1部	
2016年4月16日　13：30〜16：00	
場所：奈良県立図書情報館	 レポーター：Yuki	Akashi	

ビブリオバトル＃６５～サン・ジョルディの日 de	ビブリオ	
バトル第1部、テーマ「10年後にまた読みたい本」を開催	
しました。	
今回はテーマが良かったのと、また、まちライブラリーブックフェスタ2016in関西の参加企画だったこともあって、史上 高の8名の発
表がありました。チャンプ本は、読まず嫌いだったけど読んで見たらやっぱり苦手でした。10年後に読んでみたらまた違う感想になる
かも、という発表で観覧者の共感を得た『神の子どもたちはみな踊る』でした。	
チャンプ本発表者にはサンジョルディの日ということで、奈良県書店商業組合より花束のプレゼントがありました。	

探検！岡本まちライブラリー 	

2016年4月17日　11：30〜16：00	
場所：辰巳茶房（岡本まちライブラリー）	 レポーター：川崎照文	

スタート地点の辰巳茶房さんでは、カレーセットを食べ
ながら、ゆっくり時間を掛けて自己紹介＆本の紹介。	
その後、絵本や児童書を扱っているひつじ書房さん、
沖縄の雑貨や書籍を扱っているまめ書房さん、フラン
スの食材を扱っているlʹaccentさんと周り、 後はムレ
スナティーが飲めるcafe	tuoliさんでティータイムを過ご
して終わりました。	
個性的で雰囲気の良いお店が多くて、私もついつい
お土産買ってしまいました(笑)	
ツアー形式で、商店街を本という切り口で訪れること
で、本を元にお話できたり、お話を聞くことで岡本のこ
とも聞けたりと、まちライブラリーイベントならではの体
験になったと思います。	

90	



もものこぶんこの読書会－昔話絵本読み比べ－ 	
2016年4月17日　14：00〜15：30	
場所　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	 レポーター：奥井希	

大阪市立阿倍野図書館で開催された、	
「もものこぶんこの読書会－昔話絵本読み
比べ－」に行ってきました！私になじみの昔
話。ももたろうや、花咲かじいさん、かぐや姫
などなど。いろんな出版社からさまざまな書
き手の本が出ています。絵本なので文体や、
絵のイメージが違うのはもちろん。取り入れ
られるエピソードが微妙にちがっていたり、
結末が違ったりと、その差を楽しみました。	
昔話は口伝えで伝わってきたもので、絵本
にするのはそもそもどうかというお話もある
そうですが、今は昔ばなしに接する機会自
体が減ってきており、いろんなかたちで触れ
られるのはいいなと思いました。	
	
	
	
	

読み比べたのは下記の昔話です。	
 ・さるかに合戦     　・カチカチ山	
 ・浦島太郎             ・桃太郎	
・花咲かじいさん      ・かぐや姫	
それぞれ１０冊〜１５冊くらいの違う種類を楽しみ、図書館さんならで
はの企画でした！	

紙のもん〜かみのもん〜		
2016年4月20日　18：00〜20：00	
場所：まちライブラリあー＠もりのみやキューズモール	 レポーター：Yasuhiro	Eguchi	

参加者は、紙に関わる仕事をしてる人から、万博グッズ
コレクター、本好き、古写真、古地図、歴史好き、音楽

好きなどなど、まーバラエティに富んでましたが、総じて
「かみのもん」好きが集まりましたよ。	

PCやスマホが普及してきても、まだまだ、こんなに「か

みのもん」好きが多くて嬉しい。	
持ち寄る本のテーマはFREEということで、製紙業界、紙

デザイン、万博グッズ、装丁が面白い、かっこいい、仕
掛けが多い本などが紹介されました。	

(書名などをメモするのを忘れていました、、すみませ
ん)また、次に各々が持ち寄った「かみのもん」の紹介

がありました。	

万博の新聞切抜、マッチ箱、メンコ、おみくじ、土産提灯、
半券、絵はがき、CDブックレット、トイレットペーパー、古

地図、和紙製ポーチなどなど、他にも多数！	

「かみのもん」と言ってもいろんなものがありますね。さ
すが、数百年の歴史があるわけだ。	
そして、特別ゲストの製紙会社にお勤めの紙のプロより、	

紙の特性の説明や、文庫本で使われる出版社
別の紙、紙見本、特殊な紙を用いた本以外の製

品(ボックスやハイヒール、スマホの部品を運ぶも
の)についての紹介がありました。	

自分では本好きを自称していましたが、本で使わ

れている紙のことすらロクに知らないことを痛感
しましたし、編集者や出版社がこだわりを持って

本に使用する紙を選んでいることを教えてもらい、
次回から本を読む際にもう少し紙を意識してみよ

うという気になりました。	
持ち寄られた「かみのもん」や、紙業界、紙につ

いての話が白熱していましたが、残念ながら、お

時間が来てしまい名残惜しくも会はお開きになり
ました。	

今回手に入れたもの	

　＊古いメンコ　　　　　　　　＊辞書で使われる紙	
　＊文庫本で使われる紙　＊紙の知識	

　＊紙好きの知り合い	



人と人がつながる「コミュニティ・カフェ」入門編	
2016年4月20日　18：00〜20：00	

場所：ふらっとフラットまちライブラリー＠OCVAC	 レポーター：川崎照文	

今月より本格オープンとなった「ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC」にお邪
魔しました。	
（※OCVAC＝大阪市ボランティア・市民活動センター）	
参加したイベントは「人と人がつながる「コミュニティ・カフェ」入門編」。	
この間自らお茶会イベントを開催したばかりでカフェ熱が再燃しつつあるところ
だったのと、気になっていたけれど行ったことのない場所ということで、今回行っ
てみました。	
こちらのカフェで扱うのは「コーヒー」。	
NPO法人多文化福祉センターCAMICAの河辺千佳さんが淹れたコーヒーを頂きな
がら、実際に運営しているコミュニティカフェ「ゆるかふぇ」や「さとわーるどかふぇ」
のお話を聞いていました。途中、口笛によるBGMもあったり(笑)（BGMもカフェの
雰囲気づくりに欠かせない要素の一つですね。）	
5/6(金)から月1で「カフェサポーター講座」が始まるそうなので、これも気になると
ころです。　女性の参加者が多いのと、色々活動している方が多いのもあり、お
しゃべりがどんどん続いていて、女子会に混ぜてもらったような感じでした。こう
やってみんなで集まってワイワイやっている中から、新たなものが次々に生まれ
てくるような気がしました。	
	

子ども読書の日記念事業　春の子ども会	
2016年4月23日　11：00〜11：30	

場所：大阪市立此花図書館	 レポーター：大畑元彦	

BookFesta2016　公共図書館も開催されていますね。	
地元の此花図書館に行ってきました。	
地域図書館ならでわの、地域の人に愛される図書館の活動でみなさん楽しまれ
ていました♪4冊の絵本の読み聞かせと紙芝居♪意外と30分長いですね。みなさ
ん笑顔で楽しそう！とても微笑ましい光景でした。	
絵本は本サイズというよりは、マットのサイズ。大きな絵本って、こんな風に使わ
れるんですね。地域図書館の役割を感じたイベントでした♪	
みなさんの地域の図書館はどうですか?一度、足を運んでみてください(^^)/	

92	



オーブリー・ビアズリー展vol.6.5特別編	
2016年4月22日　19：00〜21：30	

場所　アオツキ書房（大阪市西区）	

　前半は明石友貴さん（オーブリー・ビアズリー文庫代表）による
「オーブリー・ビアズリーとは？」をテーマにした、トークショー。彼の
「生い立ち」「作品」「日本との関わり」についてで、２５歳で夭逝した
ビアズリーの生涯について、プロジェクターを用いてユーモアを交え
ながら解説されました。	
　後半はオペラを愛したビアズリーに因んでのライブ。シンガーソン
グライターの齋明寺麻里愛さんによるピアノ弾き語りでは、彼の作
品をバックに、新曲「YOUR MY SUNSHINE」を始めとする５曲を披
露。　続いて片山尚志さん(片山ブレイカーズ&ザ☆ロケンローパー
ティ)は、自ら被災した阪神・淡路大震災に因んだ「満月の夕」を熱
唱。先日の熊本地震への想いを込めたメッセージを語られました。	

『アーサー王の死』ロジャー・グリーン改
訂版	

『サロメ』オスカー・ワイルド	
『女の平和』アリストパネス	

『イエローブック』エルキン・マシューズ、

ジョン・レーン	
『サヴォイ』レオナード・スミザーズ	

『髪盗み』アレクサンダー・ポープ	
『ジェームス・マクニール・ホイッスラー

伝』ペネル夫妻	
	
	
	
	
	
	
	
	

『北斎漫画』葛飾北斎	
『五十三次之内 猫之怪』歌川芳藤	

『花椿』資生堂	
『漾虚集』夏目漱石	

『宵待草』竹久夢二	

『ＭＷ』手塚治虫	
『パタリロ！』魔夜峰央	

『ウツボラ』中村明日美子	
ほか	

レポーター：古本卓嗣	

参加者数：１７名	

イベントレポート	

ブックリスト	

移動図書館の復活を・・・。	
かつて市内を循環していた移動図書館「いずみ号」。	
しかしながら、2008年に図書館整備や交通事情の悪化もあり、廃止さ
れてしまいました。	
島崎晶子・鳴尾図書館館長は同館で勤務されていましたが、その復活

を熱望していたところ、ららぽーと甲子園内にある西宮情報発信スペー
ス「クリエートにしのみや」の協力もあり、今回実現しました。	
当日は同図書館の蔵書約100冊を持ち込み書架に並べた他、ボラン
ティアによる、絵本の読み聞かせも。また、実際に本の貸し出しも行わ
れました。	
参加者の中には「家族旅行中。買い物がてらに立ち寄った」等、親子連

れの姿が目立ちました。	

レポーター：古本卓嗣	

参加者数：300人（両日合計）	

イベントレポート	

ブックリスト	

ららぽーとに図書館がやってきた　	

出張なるおとしょかん	
2016年4月23日、30日　11：00〜17：00  （両日とも）	
場所　クリエートにしのみや（ららぽーと甲子園２階）	
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古民家ライブラリーをつくろう	
2016年4月23日　13：00〜14：00	

場所：登録文化財兒山家住宅ナヤ・ミュージアム	 レポーター：Yasuhiro	Eguchi	

古民家ライブラリーをつくろう に参加してきました。	
会場は堺市にある登録有形文化財　兒山家住宅（ナヤ・ミュージアム）。	
登録有形文化財に指定されている古民家にありがちな、	
住人がいない展示のためだけの古民家ではなく、	
現在も住人の方が暮らしている「生きた古民家」です。	

今回、こちらの一室にスペースを設け「まちライブラリー」が作られることになりまし
た。	
参加者は、ライブラリーオーナーである兒山さんをはじめ、お友達や同級生、郷土

誌をまとめている方から、建築、建設、図書館にお勤めの方や、若いご家族、古民
家好きなどなど、いろいろな人が集まりました。	

まずナヤ・ミュージアムの活動内容や、建物、古い農機具、生活用品の説明を受け
てから、それぞれが持ち寄った古民家に関係する本や、おすすめの本を紹介しあい
自己紹介を行いました。	

それぞれ、過ごしてきた時代や土地、環境が違えど、古民家や本を通じて、仲良くお
話できるっていいですね。	

そして 後に秋保さんが淹れてくださった美味しい紅茶を飲みながら談笑し閉会と
なりました。	

ナヤ・ミュージアムでは、次のような「ミュージアムを自分たちでつくる」プロジェクトを行っ
ているそうなのですが、その一つとしてまちライブラリーが今後活用されていくことになり
そうです。	

　*楽畑という伝統野菜づくり	
　*三和土、土壁塗り、焼き板づくりなどのワークショップ	

　*古い農機具、生活用品の展示	
などなど	
このような参加型の活動をしている古民家は少なく、古民家を活用するアイデアとして

大変勉強になりました。	
私自身は今まで「古民家をみること」「当時の生活を想像すること」を楽しみに、古民家

や古い町並みを訪れていましたが、今後は、ワークショップへの参加や体験を通して、
より古民家についての理解を深めてみたいという気になりました。	
10月頃に建具の入れ替えワークショップがあるそうなので、是非参加したい！	

今回手に入れたもの	
　＊生きた古民家の知識                ＊古民家活用のアイデア	

　＊ワークショップに参加する意識 　＊美味しい紅茶とお菓子	
	

もりのみやカフェでフォト撮影	
2016年4月24日　11：00〜13：00	

場所：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	 レポーター：大畑元彦	

休日の午前中のまちライブラリーは、ゆったりしてて良いですね。そんな中、写真のワークに参加してきました。	
カタリストはプロカメラマンの吹田さん。物腰が柔らかく、色々な質問に快く答えてくれました。	

お題はここのカフェのメニューで、『サラダ』と『フォンダンショコラ』。	
普段はあまり気にせずありのままを撮影する『記録の撮影』ばかりでしたが、ちょっとしたコツを身につけるだけで、

写真の楽しみが広がるんですね。	
また、難しい専門用語なども無く、気軽に楽しめました。	
少人数だったのも幸いして、普段聞けない写真の悩みなど、気軽にお伺いしたり…充実の時間でした。	

後はみんなで美味しく頂きました。またぜひ参加したいと思います！	
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まちライブラリー＠本の駅植本祭	
2016年4月24日　18：00〜20：00	

場所：まちライブラリー＠本の駅	 レポーター：井添義英	

和泉市 初のまちライブラリー「まちライブラリー本の駅」植本祭
です。	
緑豊かな和泉市の中でも渓流からの薫風が心地よさを誘う大野、
まるで軽井沢を思わせる別荘地のような所です。	
今回は 初の植本祭と云う事で、福祉施設や学校などの慰問
活動を主にされて居るボランティア演芸ユニット「守口創作紙芝
居劇団ころころ座」と地元のパントマイマー「Kei」さんをお招き、
紙芝居在りドジョウ掬い、南京玉すだれ、浪曲マジックなど他の
植本祭ではお目に係れない華やかさでした。	
今回植本された巣箱は、泉北高速鉄道・和泉中央駅のサードプ
レイスに設置予定だそうです。	

大人も楽しい子どもの本	
2016年5月1日　14：00〜15：30	

場所　もものこぶんこ	 レポーター：川崎照文	

日曜日は、もものこぶんこさんの「「大人も楽しい子どもの本」読書会」に参加しました。	
前日からの「24時間開館」が終わった後にもかかわらず、立て続けのイベント開催でした。（こち

らも結構人が来ていたそうですよ。）	
イベントでは参加者それぞれの思い入れのある子どもの本を紹介していったのですが、単なる

本の紹介にとどまらず、紹介した本を実際に見せて頂いたり、読み聞かせをして頂いたりして、

参加された方も本が好きなのがすごく伝わってきました。	
また、たくさんの絵本や児童書を所蔵しているもものこぶんこだけに、紹介された本と同じ作者

の別の本が出てきたり、シリーズものが出てきたりと、紹介された本をきっかけにどんどん世界
が広がっていくのが面白かったです。	
おかげで時間があっという間に過ぎていき、紹介が一回りしたくらいで予定の1時間半になりま
した！	

子どもの本を大人になって改めて読んでみると、子どもの時には明確に意識していなかったよ

うなストーリー展開の妙や作者の意図などに気付いたりすることで、また違った面白さを感じる
ことができました。	

もちろん、そんな難しいことを考えなくても、見ているだけで純粋に楽しめるのが、絵本の良いと

ころだと思いました。	
これをきっかけに、また色んな本を読んでみたいと思いました。	

94	



レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会 	
2016年4月27日　19：00〜20：30	

レポーター：Yasuhiro	Eguchi	
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場所　まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ	
レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会 に参加してきました。会場は大阪市北浜にある　
シュール・ムジュール　デサキ。まちライブラリーの立ち上げにも携わる、ムッシュ出崎さんの、お仕
事場。仕立屋さんをやってらっしゃるのですが、室内が素敵空間すぎます。大きな窓からは中之島

公園が一望できますし、お仕事道具はもちろん、レトロな品々が部屋中に綺麗にディスプレイされ
ていて、一つ一つが興味深い！	

※タイプライターやタンス、巨大洋行トランクなどなど。今も普通に使用されている物も。写真が撮
れてなかった。。しかも、レトロな品々は特にご自身が収集したものでは無く、ご両親やビルオー
ナーご家族がお持ちだったものとのこと。	

今回こちらの素敵空間で、宝塚のご家族が昭和初期に撮影した映像の上映会が行われました。参
加者は、ライブラリーオーナーである出崎さんを含め、古い建物や映像、文化に興味がある7名。	

まず上映される映像の概要や建物、ライブラリーの説明があってから、それぞれが持ち寄った近代
大阪や大阪に関係する本を紹介しあい自己紹介を行いました。	
近代産業遺産やモダン建築/文化/生活、京阪沿線本などなど、近代大阪を象徴する北浜に相応し

い本たちが集まりましたよ。	
※大阪本あるあるですが、橋爪先生関係本が2冊も。いつもお世話になっています。。	
次に、美味しい紅茶とお菓子をいただきながら、メイン企画の映像上映！	
上映できる映像は49本。DVDにデジタルアーカイブされているのですが、その中から、まず3本が上
映され、その後、参加者のリクエストで追加12本が上映されました。	

　例） 　-	大阪行進曲,　昭和5年						-	別府/宮島/鞆旅行,	昭和4年	
　											-	大阪動物園,	昭和4年    　-	お正月のこしらへ,	昭和6年など	
	

　	
　	

1本1本は2~4分ほどの短い映像で、旅行や観光、自宅での行事映像が主なのですが、風景や建
物のみが撮影されていることは少なく、家族を撮影することが目的にあるようでです。	
現代のビデオカメラのように一度に数時間撮れるような尺はなく、その分、より撮りたいものが明

確に表されている映像になっているように感じました。	
また、ニュースや記録映像ではなく家族のプライベートな映像なため、撮る側と撮られる側の距離

が物理的にも心理的にも近く、外向けでない、ありのままの家族の姿が残されていて、笑顔がよく
こぼれる楽しそうな雰囲気が伝わってきました。	
※基本的に父親が妻と子供達(2人姉妹)を撮る形	

子供達は学生服やワンピース姿で、お母様はいつもお着物姿。山行くのも、神社行くのも、海行く
のも、夏でも、全部お着物なのです。でも、すごいアクティブで下駄とか草履で崖なんかをスイスイ

登っていく!母強し。	
確かに、今も残る建物や観光地、逆に無くなってしまった物を映像の中に探すのは楽しくて大好き
なのですが、当時の家族の何気ない生活風景や距離感、空気感を伝えられる映像は　貴重なも

の　だなと感じました。古写真もそうですが、中々プライベートな映像は公開されることがなく、	
今回このような貴重な機会を与えてくださった所有者/主催者様に感謝申し上げたいです。	

でも。映像の綺麗さや長さ、音の有無の違いなどの技術的な違いはあれど、	
「我が家族の楽しいひとときを残したい」気持ちは、今も昔も変わらないな、と。　	

今回手に入れたもの	

　＊昭和初期の家族の距離感、空気感  　＊昭和初期の街の風景	
　＊心地良い時間  　＊美味しい紅茶とクグロフ	

みのおキューズモール	第1回巣箱植本祭	
2016年5月2日　13：00〜14：00	

場所　みのおキューズモール　EAST1	 レポーター：古本卓嗣	

「赤ずきん」世界名作ファンタジー	
「オズの魔法つかい」世界名作ファンタジー	
「ピーター・パン」世界名作ファンタジー	
「名犬ラッシー」世界名作ファンタジー	
「うさこちゃんとうみ」ディック・ブルーナ	
「リトル・マーメイド」ディズニー	
「ふしぎの国のアリス」ディズニー	
「美女と野獣」ディズニー	
「眠れる森の美女」ディズニー	
	
	
	
	
	
	
	

「よくきたね」松野正子（作）・鎌田暢子（絵）	
「ぐりとぐら」中川李枝子（作）・山脇百合子（絵）	
「何者」朝井リョウ	
「勝つまでやめない！勝利の方程式」安藤宏基	
「すーちゃん」益田ミリ	
「ホーキング、宇宙を語る」S・W・ホーキング	

ほか	

巣箱まちライブラリーが、箕面にも誕生！	
五月晴れのこの日、みのおキューズモールに、巣箱型まちライブラ
リーが誕生しました。	
設置されたのはEAST１の１階。ちょうど子ども用の遊具のある広場の
隣です。	
当日はまちライブラリー提唱者・礒井純充さんも参加。それぞれが持ち
寄った本を植本し、またメッセージボードにはその想いを書き込みまし
た。	
その様子を、遊具の陰からこっそりのぞき込む女の子の姿も！	
（ひょっとすると、後で絵本を手に取ったのかな？）	
マスコットキャラクターのラ・ミノールも喜ぶ１日となりました。	

参加者数：5人	

イベントレポート	

ブックリスト	



場所　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	 レポーター：奥井希	

まちライブラリー＠もりのみやキューズモールでは、もものこぶんこさん
のえほんの読み聞かせがありました！	
いろんな手遊びや、ぐりとぐらやはらぺこあおむしなどみんなが知って
いるお話を音楽と歌と一緒に楽しみました。	

後にはドレミの歌を振り付けをつけてみんなで歌いました！	
	
終了後にはお気に入りの絵本を読んで欲しいとお願いする子どもの姿
もありました。	

もものこぶんこ出張おはなし会 	
2016年5月4日　11：00〜、14：00	
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空の下で「まち」をブレスト！ピクニックブレストライブラリー 	
2016年5月5日　14：00〜16：00	

場所　グラスまちライブラリー	 レポーター：川崎照文	

今日は「空の下で「まち」をブレスト」してきました。	
場所は大阪 南端、阪南市と岬町にまたがる里海公園。	

私は電車＋徒歩で行きましたが、結構歩きました。でも、天気も良
かったですし、これだけでも良い気分転換になりました。	

現地では、レジャーシートにお菓子を広げ、お茶も振る舞い、本当ピ

クニック気分♪お子さんも楽しそうにしてましたし。	
そんな中でも中心になっているのは、やはり「本」。	

青空の下、レジャーシートの上でみんなで本を持ち寄って、回し読み
しながら、それぞれの考えをふせんに書いていきました。	

テーマが「まちづくり」だったので、やはり山崎亮さんの本が多かった
です。さすがに小学校の国語の教科書にも載っているのにはビックリ

しましたね。（今日イチの発見！）	

来られていた方は地元の方が多く、住んでいるまちに対するそれぞ
れの前向きな思いが伝わってきました。	

しかも途中から飛び入りで参加した方もいらっしゃって、その方もまた

地元に対する熱い思いを持っていました。	
こんな出会いも、この場ならではなのかも。	

一回りしたところで、ホワイトボードにふせんを貼り付けていきながら、
皆さんの考えたものを可視化していきました。	

予定時間より長くなりましたが、イベント終了後も帰り道までまちを良

くするためのアイディアを話し合ったりして、充実した時間を過ごすこ
とができました。	

ここでできた繋がりが、もしかすると何か新しい動きになるかも知れな
い。そんな気もしました。	

グラスまちライブラリー、本当面白いなあと実感しました。	

参加しないと味わえないような感覚もあるので、皆さんも機会があれ
ばぜひ！5/7(土)にも開催しますよ。	



みつづみ書房　特別企画　『ソルトナイト　vol.1』 	
2016年5月10日　18：30〜20：00	

場所：みつづみ書房	
レポーター：デサキ	

みつづみ書房　特別企画『ソルトナイトvol.1』	
初めて三鼓さんとこ寄せていただきました。	
JR伊丹駅から5分もかからない。	
二階建ての長屋、綺麗にリフォームされた	
1階部分がみつづみ書房	
沢山の種類の塩をいただきました。	
酒飲みのでさきは美味しいお酒もいただきました。	
私の好みはイタリアの塩かな。	
藻塩も美味しかったです。	
ゆで卵の味のする塩がありました。	
集まった本は3冊だったかな。	
「塩の道」宮本常一著	
「塩の街」有川浩著	
後一冊何でしたか？	
って、気持ちよく夜も更けて帰りました。	
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京都と阪南でエアコラボ！「食」のＳｋｙｐｅピクニックライブラリー! 	
2016年5月7日　14:00〜15:30	

場所：グラスまちライブラリー 	
レポーター：秋保強	

阪南市の芝生広場で開かれたSkypeピクニックライブラリーに行ってきました～！	
ゴールデンウィークって、たいていどっかの日に雨が降るんですけれど、	
幸いお天気は持ってくれて。	
空は曇り。適度にいい感じ。	

広い芝生の上です！	

シート広げました。	
ハンモックを引っかけました。	

テント張りました。	
椅子に黒板置きました。	

顔より大きなスピーカーから気持ちの良い洋楽を流しました。	
パソコンでSkype起動しました。	

画面が見にくいので傘を広げました。	

水筒で乾杯しました。(画面の向こう側は、京都鴨川付近でビール！)		
各自が作って持参したお弁当を広げて食べました。	

本の紹介をしました。	

お茶とお菓子食べました。	
参加者が少ない分、動きが軽い！次、何しよっか～という企画会議もしました。	

え～と...	
これ全部あったんですけど、すごくないですか？	

訳わかんないです。	

とっても面白かったです～♪	
イベントの正式名称は『京都と阪南でエアコラボ！	
「食」のＳｋｙｐｅピクニックライブラリー！』(長い名前ですね...)	



だいたい吉野	
2016年5月7日　8:50〜18:30	

場所：奈良県吉野郡吉野町周辺 	 レポーター：新藤雅子	

【パート１】	
集合は朝10時半に近鉄大和上市駅へ。お弁当を受け取り、自転車で移

動開始です！	
まず吉野中央木材(株)さんを訪ねました。	

こちらの製材所の敷地内には杉や檜など、吉野の山で育てられた木がた

くさん積まれています。	
樹齢を重ねた木の年輪にまず目を奪われました。	

製材所の方より木の種類や部位によって用途がかわることなとの説明さ
れます。	

木材は大きな一枚板から角材、また端材に加工されていきますが、チップ
に至るまで全部無駄なく使われることに驚かされます。	

例えば板に加工したとき、節の部分が丸い穴になってしまうのを小さな丸

い板で埋めて平らな面にするのを初めて知りました！	
久しぶりに柾目や杢目という言葉を思い出しました。	

	

まちライブラリーブックフェスタ2016in関西「だいたい吉野」5/6に参加してきました。	
だいたい吉野は「本を持って吉野に行こう」という企画者の吉野の森への想いがつまった日帰り読書旅です。	

ブックフェスタの中でも 長で充実したスケジュールでしたのでパートに分けてレポートします。	

【パート２】	
製材所見学ののち、自転車で伊勢街道に出て、山へと坂道を登っていっ

て着いたのは林業地。滝のせせらぎに鶯の鳴く声。翠きらめき風も涼しく、
身も心も安らいだ気持ちになりました。少しハードなサイクリングの疲れを

癒やしてくれます。	

	
そして驚いたのは土の柔らかさでした！	

ふかふかと歩いているだけで心地良く、乾いて滑るような落ち葉に覆わ
れていることの多い針葉樹林の林とは思えないほど水の気に溢れていま

した。	
これが吉野の山の恵みなのかな！	

こちらにあるハンモックやベンチで一行は思い思いに休憩し、お弁当を頂

きました。	

一番の見所は、木材へと加工する
ところです。	

大型機械のノコギリやチェンソーで
切り分けていくダイナミックさ、また

寸法を測って微調整していくところ

の細やかな作業に見入ってしまい
ました。	

木が木材に変化していく様子を実
際に見ると祖母の家は木の家で

あったことを懐かしく、また木材は
ひとに近しいものだということを思

い出しました。	

	

【パート3】	
野点の会のはじまりです！	

下界から茶道具一式を持参され、亭主ふたりのおもてなし。	
山中で頂く一服は格別なお味でございました！	

またドリップコーヒーをふるまってくださる方もいて……	
なんて幸せ！ごちそうさまでした(^.^)	
私はすっかり本を読むことを忘れていましたが、お茶のあとハンモッ

クでくつろぎながら読書されていた方がいらしたことをご報告しま
す！	
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【パート4】	
龍門の滝。	

林業地から少し登ったところにある滝にひとりで行ってみました。	
龍門の花や上戸の土産にせん	

松尾芭蕉が訪れた時の句碑があるそうですが、滝に夢中で気付きませんでした。	

また地元の方のお話によると、奈良時代に創建された龍門寺がこの滝の上にあり金堂や三十塔
などの伽藍の跡が残っているそうです。山中にどうやって建立したのかと不思議になりました。	

滝への歩道を辿っていると道に藤の花びらが散っていました。	
見上げても藤の花の姿はありません。	

誰が散らしたんだろう？	
でも花を探して山に入ったら迷って帰れなくなるよ。頭の奧で告げる声がありました。	

滝を追い山路（みち）に迷いて散る藤のひと狂わさん無言の紫	

【パート6】	
三奇楼さんにて本の紹介で

す！	
テーマは「吉野で読みたい本」

森や自然、吉野をテーマにした

本を紹介しました。	
まちライブラリーで面白いのは、

どんな本を紹介されるかで紹介
される方の新たな一面が見えて

くることです！	

【パート5】	
山から吉野川沿いにある三奇楼さんへ	
もとは料理旅館だったものを改築してゲストハウスにされているそ
うです。材木を筏流しで下流の紀ノ川に運んでいた時代、林業を

営んでいる人びとで賑わったとかで調度品に歴史を感じました。	

川を渡る風が心地よく、ゆったりとした気持ちになります。	
川床でのビールは美味しいだろうな！	

	
また川の向こうに大きなお寺がありました。	

本善寺という蓮如上人の創建され中世末まで大和国での布教の
拠点のお寺だっだそうです。	

蓮如上人の時代の吉野はどんな所だったのだろう？	

吉野という土地が古代から中世、そして現代へと変わらず伝える
ものがあることを肌で感じた風景でした。	

吉野の木と森が大好きで毎月通われている方、森と人をつなぐ活動をされている方、木の
アロマに心と身体を癒やされ活動にされている方、吉野で梅を栽培されている方、吉野の

和歌を紹介される方、ミドリから連想された本を持参された方、また吉野に行く道中で読み
たい本などなど、それぞれのお人柄が伝わってきて興味深かったです。	

美味しいお茶とお菓子、そして豊かな自然に囲まれたお座敷での本の紹介は今までのま

ちライブラリーのイベントのなかで忘れられない思い出となりました。	
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ネパール大地震　復興PROJECT　みんなで応援イベント！ 	
2016年5月5日　11：00〜13：00	
場所　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	 レポーター：井添義英	

シャプラニール関西主催「ネパール大地震 復興PROJECT	みんなで応援イ
ベント！」です。	
hcps://www.shaplaneer.org/	
シャプラニールとは1972年に活動を開始したNGOでバングラデシュでの活
動が始まり、その後活動の範囲を南アジアの貧しい人々の生活向上に向
けた活動に広げ、そのネパールでの活動の 中に遭遇したのが昨年4月
25日に発生したネパール大地震でした。	
現地で復旧・復興支援活動をされていたネパール・カトマンズ事務局長・
宮原さんが帰任されたのを機に、現地で経験した数々の体験を復興支援
への思いを込めて伺います。	
ネパールの様な社会インフラの整ってない地域と日本の様な所とでは住
民のニーズ自体が違ってて、耐震対策が全く考慮されてない崩れやすい
家屋が多く、日本の様に子どもたちに机の下に潜れと教えてた日本の
NGOが机の下で犠牲になった子どもの親から非難されたりと云う事が有っ
たそうで、日本の様に社会インフラを整へ災害を抑え込むのではなく、災	
　　　　　　害を受けても受け流すようなしたたかな対応と現地のニーズに	
　　　　　　沿った支援が必要なようです。	

あなたの”西宮”の交換会	
2016年5月8日　10：00〜18：00	

場所　クリエートにしのみや（ららぽーと甲子園２階）	

「甲子園三番町物語」柴田徹士		
「阪神沿線(はまがわ)景観図」吉井貞俊	
「甲山八十八ケ所」西宮市立郷土資料館	
「西宮歴史散歩」西宮市教育委員会	
「新西宮歴史散歩」西宮市立郷土資料館	
「NISHINOMIYA	WONDER	MARKET」	
「西宮市立小学校連合体育大会５０年史」	
「以徳報徳	露堂々70年の歩み」			

報徳学園創立70周年記念誌	
ほか	

レポーター：古本卓嗣	

西宮市に関する本しかない「まちライブラリー」で、西宮市に
ついての情報交換会。	
西宮流（スタイル）編集室の岡本順子さんがカタリストとして
取り仕切ったこのイベント、第１部（11:00～12:30）の討論会で
は、参加者の「西宮愛」が爆発しました。	
それぞれが持ち寄った地元に関する本から話が始まり、そ
れを書架から別の本を取り出して検証する、といったルー
ティーン。	
中でも甲子園で育った小説家・佐藤愛子氏については、
個々の持つトリビアが続出。当時と今の町名の違いや、彼女
の作品に登場する公園の話などで盛り上がりました。	

参加者数：300人（両日合計）	

イベントレポート	

ブックリスト	
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おえかき布バッグ  	
4月16日(土)-5月15日(日)14:00-19:00		

場所　大吉堂	 レポーター：井添義英	

ブックフェスタ2016も残すところあと数日、1か月に亘ったブックフェ
スタは各カタリストが工夫を凝らしたイベントに目が向きがちですが、
専門的な知識を持ち本への思いが人一倍強い店主や担当者が居
る書店や古書店なんかのブックスポットも多数参加されていて、住
吉区遠里小野5-3-1「大吉堂」もそんなスポットの一つ。	
hcp://daikichidou.web.fc2.com/	
本を持ち運ぶのにピッタリな布バックにお絵かきして、自分だけの
オリジナル布バック(200円)が作れます。	
しかも書店、古書店や図書館などのブックスポットの多くはブック
フェスタ期間中開催の所が多く、大吉堂も 終日15日までお絵かき
体験できます。	

西宮まちライブラリー交流会DAY１	
2016年5月13日　13：30〜18：30	
場所　スタジモにしのみや（阪急西宮ガーデンズ５階）	

【子ども絵本文庫ぷくぷく】	
　「みんなおなじ でも　みんなちがう」奥井 一満	

　「にんじんのたね」ルース・クラウス	
　「これはなみだ？」栗林 慧	

　「おさるとぼうしうり」エズフィール・スロボドキーナ	

　「へびくんのおさんぽ」いとう ひろし　他	
【読み聞かせグループ『カナリア』】	

　「おむすびころりん」　他	
【おはなし畑】	

　「バスにのって」荒井 良二	
　「わたしのおべんとう」スギヤマ カナヨ	

　「もったいないばあさん」真珠 まりこ	

　「やさいのおなか」きうち かつ	
　「おおかみときのこ」　※童話「赤ずきん」より　他	

レポーター：古本卓嗣	

　蔵書のないまちライブラリー、スタジモにしのみや。	
こちらでは４日間連続開催(本日3日目)で、地域の個人・団体
によるイベント型式で行われました。	
　 初の「子ども絵本文庫ぷくぷく」の読み聞かせは、赤ちゃ
んとお母さんが触れ合える内容。続く「読み聞かせグループ
『カナリア』」は、エプロンシアター「おむすびころりん」を実演。

後は「おはなし畑」による紙芝居や人形劇。「赤ずきん」に
独自解釈を加えた「おおかみときのこ」では、思いもよらぬ展
開に参加者も目を丸くしていました。	
　これらの後に開かれた交流会では、市内のまちライブラ
リーや市立図書館の関係者らによる情報交換。特に「子ども
たちの未来・可能性」について、熱く語られました。	

参加者数：約100名（当日イベント合計）	

イベントレポート	

ブックリスト	
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暗やみ本屋ハックツ・大阪準備室　10代に届けたい本と手紙 	
2016年5月14日　18:00〜20:00	

場所：まちライブラリー＠大阪府立大学	 レポーター：新藤雅子	

大阪の千林に暗やみ本屋ハックツをつくる！そのはじまりの会です。	
新潟のツルハシブックスの西田さんのお話で興味深かったのは、	
まず本につけられたメッセージは手紙だ、ということです。	

誰かがあなたのために書いた本、読ませる為の本がある。	
その本に手紙をついてハックツする、その為に考えてつくった空間が暗やみなのです。	

また西田さんは「本を売る」ことの意味を深く考えられています。	
一箱古本市に出店したとき、お隣のブースで一冊100円の本が飛ぶように売れていったけれど、
西田さんはあれは読まれないだろうな、と思われたそうです。100円で買った本は100円の価値し

か買った人にはない。ぱらぱら目を通して終わりだろうと。	
でも100円でもお金を払ったらその本を読む。	

そして大人の100円と10代の100円は違います。	
100円で宝探しのように本をハックツする。	
10代にとって手紙を読んで本をハックツして出会うことは、本に対してより深い価値を見出すことが

出来る場なのだともいえると思います。	
また読んだ本にメッセージをつけてまた暗やみへ、それがハックツされて新たな持ち主へと、輪の

ように広がっているそうです。	
そして現在はハックツがコミュニケーションツールとしての役割を持つようになったそうです。	
新潟のツルハシブックスは地下はなくなったけれどお店全体が本を通じての出会いの場となりまし

た。また茅ヶ崎市美術館ではハックツの展覧会「あなたが未来に託す思い展」が開催され、いろい
ろな職業のひとが10代に読んでほしい本を選んで展示されたそうです。	
選んだひとのの思いがつまったメッセージと本は熱い！	

そのメッセージの受けとめた10代のみんなの生き生きてした表情がまぶしい！	
10代のみんなの未来が一冊の本に出会うことでかわるかも、と感じるエネルギーがそこにありまし

た。	
暗やみ本屋ハックツはまちライブラリーとはまた違うカタチでひとが本でつながる活動です。	
本はひとの思いを伝える。	

そして、ひとの熱を伝える。	
それを多くのひとに感じてほしいなと思いました！	

大阪に生まれる暗やみ本屋ハックツのサポーターを募集中です。	
興味のある方ぜひ参加してください！	
	

	まちライブラリーに設置する本棚づくり（木工教室） 	
2016年5月14日　13：00〜16：00	
場所：ふらっとフラットまちライブラリー＠OCVAC	

レポーター：井添義英	

大阪市社会福祉協議会 大阪市ボランティア・市民活動センターのま
ちライブラリー「ふらっとフラットまちライブラリー＠OCVAC」で本棚づく
りです。	
hcp://www.osakacity-vnet.or.jp/	
	
住之江区平林のアルブル木工教室にご協力いただき、事故無く無事
予定作業量終了。	
hcp://www.e-arbre.com/	
	
漸くまちライブラリーらしく格好が付いてきました。	
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第２回植本祭	
2016年5月15日　11:00-16:00	

場所：まちライブラリー＠OIC	 レポーター：秋保強	

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)に行ってきました～♪	
いばらき×立命館DAY	2016	の一つの企画として、
まちライブラリーの植本祭が行われました。	
立派なガイドマップで、会場マップ、スケジュール
が書かれていて、すごい！	
学生と市民といろいろなボランティアと消防と、ヤ
ナセとかステージとかがあって、すごかった！	
僕は、まちライブラリーで本で遊ぼうのカタリスト
だったので、日本の紅茶を冷やして持参、お菓子
とお茶と本でゆるゆる遊んで。	
去年のブックフェスタでは、クロージングイベントが
OICで行われたんですね。	
パネルに、知り合いの顔をちらほら発見しました。	
あちこちで、イベントやってるって本当に感じた日
でした～	

あなたも俳人・歌人になれる！俳句短歌ライブ 	
2016年5月15日　13:30〜15:30	

場所：伊丹市立図書館ことば蔵	 レポーター：新藤雅子	

伊丹市立図書館ことば蔵で「ことば文化」である俳句・短歌にラ
イブでふれ合う会です。	
	
はじめに「言葉」を兼題にした俳句・短歌を作るワークショップが
行なわれました。俳人・朝倉晴美さんと歌人・田中ましろさんが
講師です。	
ワークショップでは兼題である「言葉」から連想される言葉と俳句
なら季語、短歌なら全く違うイメージの言葉と結びつけて作って
みる、という内容でした。ですが意外にイメージを広げすぎると句
や歌としてのまとまりがつかず、短時間ではよほど作りなれてい
ないと難しいなと思いました。	
また短歌の五七五の上の句と七七の下の句との関係は、下の
句を生かすために上の句があるのだと聴き目から鱗でした。	
そのあと伊丹俳句選者の坪内稔典さんと伊丹短歌選者の尾崎
まゆみさんが作られた俳句と短歌を選び、対決方式で勝負する、
というものでした。	
伊丹の方々は俳句や短歌をされる方が多いようでかなりレベル
の高く緊迫した対決となりました。	
ブックフェスタで図書館でのイベントはこちらが初めてでしたが、
「ことば文化都市伊丹」の取り組みはカエボン、ZINE製作、ビブリ
オバトルから伊丹俳壇・歌壇まで幅広く「ことば」に親しんでもら
おうというものであることに感銘を受けました。	
ことばに親しむことが本と仲良くなることだからです。	
伊丹市民が羨ましくなる図書館でした！	
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春のおはなし会、えほんでのぞくいちにち

参加者：大人１７名•こども１５名	
交わした本：９冊	

東住吉図書館で毎月開催されている読み聞かせの会には、本好
きの子供達が多く参加されていました。お母さんの膝の上で寛ぐ
子。友達と膝を並べ聞き入る子さまざまでした。終了後競って興
味のある本の貸し出しを希望する様子は微笑ましい時となりまし

た。	

参加者　７名	
準備した本は１００冊	

東住吉図書館　おすすめ本とりかえっこ	

おはなし会の後に開催された、本の取り替えっこには多種多様な本が
並んでいました。参加した親子さんは、自分の大切な本をどれと交換す
るか？吟味している姿は逞しく、本離れが言われる現代との嬉しい
ギャップを感じました。
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