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ま	
絵本交換会＠欣の市（といいつつ絵本以外も可）	
2016年4月16日　10：00〜16：00	
場所：まちライブラリー＠イチハチ	

読み終わった絵本、だれかに紹介したい絵本にメッセージをつけ
て、他のだれかが持ってきた本と交換するという企画。毎月開催
の地域交流イベントでの開催のためか、近隣の親子の参加が多
かった。時間とともに本棚の中がどんどん変わっていくのがとても
面白かった。読みたいと思った本がその間もなく巣立つことがあり、
少し残念に思うことも。しかし、そのような本は特に印象深く、読ま
なくても心に残る本があるということを知った。	
また、持ってくる絵本を選ぶのに「 近読んでいないから『これに
する？』と子どもに確認すると、『ダメ！』と言って、急にまた読み
だした」という話を複数の参加者から聞いた。子どもの本との付き
合い方を知ることができたのも良かった。	

・ねえ　だっこして（竹下文子・文　田中清代・）絵	
・いないいないばぁ（瀬川康男・絵）	
・かみさまと　よいこ（神社庁監修）	
・となりのトトロ（中川季枝子・詩　宮崎駿・絵）	
・ごあいさつあそび（きむらゆういち）	
・おかあさん（サトウハチロー・いわさきちひろ）	
・サンタクロースの手紙	
・かんかんかん（のむらさやか・文）	
・トムは真夜中の庭で（ピアス）	
・カルアシ・チミーのおはなし（ビクトリクス・ポター）	
・トーマス大図鑑	
・きみはしっている（五味太郎）	
・ゼラルダと人喰い鬼（トミー・ウンゲラー）　他	
※すでに交換されて、手元にない本も含む	
	

レポーター：西山舞	

主催者：まちライブラリー＠イチハチ	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：20人くらい	
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ま	
カフェ＆ギャラリーいのこうの家	
2016年4月15日～17日　11：00〜17：00	
場所　まちライブラリーいのこうの家	

古民家を利用したまちライブラリーいのこうの家に	
クラフト作家が集まり、3日間だけのカフェ＆ギャラリーを
開催しました。	
クラフトあり、ワークショップあり、スィーツあり。	
どれも手づくりの温かさを感じるものばかりでした。	
子どもから大人まで楽しめる催しで、いつもは、	
静かな読書スペースが、この３日間は、大賑わいのお楽
しみスペースとなりました。	

終日は、オーナーの猪谷さんのお誕生日でもあり、出
店者とお客様とで、にぎやかにお祝いをしました。	
	

レポーター：若林朋子	

主催者：まちライブラリーいのこうの家	

イベントレポート	

参加者：300人	

ま	
楽天いどうとしょかん＠大正DIYマーケット 	
2016年4月16日17日　10：00〜17：00	
場所　WALLPAPER　MUSEUM　WALPA+小林西臨海公園 	

楽天市場に出店している壁紙屋本舗様と大正区のタッ
グによる地域イベントです。	
各出店者による物販、ワークショップや、キッチンカーな
どのフードブースも充実しています。	
初日の昨日は、すばらしい好天に恵まれ、	
4000名をこえるご来場がありました。	
楽天いどうとしょかんでは、名作絵本の読み聞かせと、
壁紙を使ったしおり作りのワークショップを開催しました。
2日目は、天候が心配されましたが、	
順調に回復し、晴れ間が出てきました！	
オープニングからたくさんの方にご利用いただき、子ども
たちと元気いっぱいな1日になりました！	

レポーター：楽天いどうとしょかん	

主催者：楽天いどうとしょかん	

イベントレポート	

参加者：635人	

ブックリスト	
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ま	
センス・オブ・ワンダー	
2016年4月16日　13:00-15:30	
場所　　靭公園近くのオフィス	

参加者：8人	

「センス・オブ・ワンダー」著者：レイチェル・カーソン	

レポーター：一般社団法人　キャンディ・プロジェクト	

主催者：一般社団法人　キャンディ・プロジェクト	

イベントレポート	

ブックリスト	

「センス・オブ・ワンダー」の著者、レイチェル・カーソンと
甥のロジャーが一緒に嵐の中を海辺に出たり、森の中
を探検し動物や植物に触れることで、驚きや神秘さなど
地球そのものが描かれた内容の本。参加者の印象に
残った部分を朗読し、感じた事や自然の素晴らしさなど
を全員でシェアしました。皆さん、子供の頃を思い出され
たようでした。	

ま	
海外・語学好き読書会+まちライブラリー 	
2016年4月16日　13：00〜14：30	
場所：C	flat	

HPを見ての参加者の方だけでなく、まちライブラリー　ブックフェ
スタ2016	in	関西の冊子を見て、参加していただいた方もいらっ
しゃいました。	
海外好き読書会で集まられた皆さまは、年齢層も様々で、６０代
の方から２０代の方までと幅広く、５名の方が参加して下さいまし
た。本を通して年齢・性別問わず交流ができました。 
海外語学好き読書会ということで、海外でお仕事されていた方・
短期留学時の貴重なお話をたくさん聞くことができました。 
また、自身のお気に入りの本についてお話していただき本を通し
て他の国の文化などの知識などを習得できる読書会になりまし
た。	

①カナダ日系移民の軌跡 
②スチュワーデスの英会話 
③EDMONDS	JUNiOR	cook	book(英語の料理本)	
④日本人のヘンな英語２ 
⑤日本人の知らない日本語２ 
⑥日本を脱出する本 
⑦英語、わかりますか 
⑧好きになっちゃったシンガポール 	

レポーター：YUKI	
主催者：C	flat	

イベントレポート	

ブックリスト	
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おはなし会inみなくるハウス 	
2016年4月16日　14：00〜15：00	
場所：みなくるハウス	

暑いくらいの良いお天気でした。	
春らしさを意識して選んだ絵本を読みました。	
入り口にはイチゴの折り紙で飾った看板を。それにちな
んだ絵本『いちごです』。	
『ことりのちいさなちいさなたまご』は、花が開く仕掛けが
素晴らしい、春の定番絵本。	
『とってもいい日』は、いやな日がいい日に変わる瞬間を
鮮やかに捉えた一冊。	

後のパネルシアター「はたらくくるま」は、みんなで大
合唱。	
楽しいひと時でした。	

<プログラム>	
1.手遊び「はじまるよ」	
2.絵本『いちごです』(川端誠・作)	
3.絵本『やさいさん』(tupera	tupera・作 学研)	
4.絵本『おんなじおんなじおんなじね』(つちだのぶこ・作)	
5.絵本『ことりのちいさなちいさなたまご』(フランセス・バリー・作)	
6.てあそび「ころころたまご」	
7.絵本『とってもいいひ』(ケビン・ヘンクス・作)	
8.絵本『ぱかぽこはしろ！』(ニコラ・スミー・作)	
9.絵本『そらはさくらいろ』(村上康成・作)	
10.パネルシアター「はたらくくるま」	

レポーター：：河野美苗	

主催者：もものこぶんこ	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：10人	

図	
私	

ま	
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	

A´ワーク創造館の周辺を散策して、季節を感じた後で、お茶会がス
タート。日本茶インストラクター・秋保強さんの淹れた鹿児島産の新
茶や、スタッフ持参の紅茶、そして参加者の皆さんが持ち寄ったお
菓子をみんなで味わいながら、まちライブラリーのこと、参加者それ
ぞれにとっての「居場所」についてなど、楽しいおしゃべりが続きま
した。途中参加・途中退出でメンバーの入れ替わりもあり、4時間
あったイベントも気付けばあっという間でした。	
参加された方々が自発的に居心地の良い「居場所」を作っていた、
そんな感じがしました。	
今後もこの場所が地域の「居場所」となるよう活動していこうという
思いを、改めて強くした一日でした。	
	

★和菓子の本　（中山圭子　文・阿部真由美　絵）	
★よりぬきピータン！！　（伊藤理佐）	
★朝の歓び　上・下　（宮本輝）	
★ぐるぐるなまいにち。　（ムラマツ　エリコ・なかがわ　みどり）	
★ようこそ断捨離へ　（やましたひでこ）	
★ 1週間で美人に魅せる女の磨き方（ワタナベ薫）	
★ 47都道府県　女ひとりで行ってみよう（益田ミリ）	
★ソーシャルデザイン実践ガイド（筧裕介）	
・カフェー小品集（嶽本野ばら）	
・シーラという子（トリイ・L・ヘイデン　入江真佐子　訳）	
・SWALLOWTAIL	BUTTERFLY	1・2	　（岩井俊二）	
・単純な脳、複雑な「私」　（池谷裕二）	
・リラックマのらくらくExcel仕事術	
・リストランテ・パラディーゾ（オノ・ナツメ）	
・コーラン（上）（井筒俊彦　訳）	

レポーター：川﨑　照文	

主催者：まちライブラリー＠Ａ´ワーク創造館	
	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：8人	
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ま	
ISまちライブラリー4月の本とバルの日	
2016年4月16日　15：00〜19：00	
場所もりのみやキューズモール～ISまちライブラリー	

晴天の中、たけちゃんガイドのもともりのみやキューズモー
ルから大阪城公園を通り、天満橋界隈のまちライブラリー
を通り、まちライブラリー発祥の地、ISまちライブラリーへの
まち歩き。	
普段気づかいないことや、お薦めスポットなんかも教えて
いただき、とても楽しいツアーでした。	
ISまちライブラリーに戻ってきてからはみなさんの本紹介、
たくさんの本と出会える事が出来ました。	
また2部（交流会）は屋上で爽やかな風に吹かれながら楽
しい会話と美味しいお食事を共にしながら、和やかな時間
を過ごしました。	
	

・問題は「タコつぼ」ではなく「タ
コ」だった（友成真一）	
・快楽の効用（雑賀恵子）	
・頭のうちどころが悪かった熊
の話（安東みきえ）	
・エロスティック日本史（下川耿
史）	
・今すぐ話せる韓国語	
・今朝の春（高田郁）	
・文盲（アタゴ・クリストフ）	
・地震イツモノート	
・下流老人（藤田孝典）	
・小泉今日子書評集	
	
	
	
	
	
	
	
	

・奇跡の脳（（ジル・ボルトテイ
ラー）	
・アイデアが生まれる、一歩手
前のだいじな話（森本千絵）	
・小泉今日子はなぜいつも旬な
のか（助川幸逸郎）	
・イモータル（萩耿介）	
・やる気のスイッチ山崎拓巳）	
・大阪力事典	
・悪童日記（アゴタクリストフ）	
・あきない世博金と銀（高田郁）	
・コミュニティとマイクロ・ライブラ
リー（礒井純充　奥野武俊　森
忠延　吉成信夫）	

レポーター：ISまちライブラリー	

主催者：ISまちライブラリー	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：1部13名　2部9名	

この絵本がわたしのツボ！おとなの絵本読書会 	
2016年4月16日　14：00～16：00		
場所：大阪市立旭図書館 	

　わざわざ来られた方、たまたま図書館にいて参加され
た方と図書館員がそれぞれ持ち寄った本を披露しました。 
　子どものときに読んでリズムが印象に残っていた本、
学生のときに出会って笑い転げた本、この年齢（とし）に
なって死ぬこと・生きることが心に沁みる本、好きなアー
ティストの本（サインつき！）、衝撃を受けた本、子どもの
理屈と哲学がおもしろい本など。バラエティに富んだ切り
口の絵本が期せずして集まりました。 	

『100万回生きたねこ』佐野 洋子作・絵　 講談社	
『おおきなきがほしい』佐藤 さとる文 村上 勉え 偕成社 　
『オルゴールワールド =	The	Music	Box	Planet』	タモリ原
案 にしの あきひろ絵と文　 幻冬舎 　	
『さよなら さんかく』わかやま けん[絵]	森 比左志/[文]	わ
だ よしおみ/[文]　こぐま社 　	
『ジップ&キャンディ =	Zip	&	Candy	:	ロボットたちのクリス
マス』	にしの あきひろ/絵と文　 幻冬舎 　	
『ナルトとかなるさ』中村文月作　私製本 　	
『ぼくがラーメンたべてるとき』長谷川 義史作・絵 教育画
劇 	
『ぼくのニセモノをつくるには』ヨシタケ シンスケ作 ブロン
ズ新社 　	
『もうぬげない』ヨシタケ シンスケ作 ブロンズ新社 　	
『りゆうがあります』ヨシタケ シンスケ作・絵 PHP研究所 
『ぼちぼちいこか』マイク=セイラー作 ロバート=グロスマ
ン絵 いまえ よしとも訳　偕成社 	

レポーター：大阪市立旭図書館 	
主催者：大阪市立旭図書館 	

イベントレポート	 ブックリスト	

参加者：6人	

図	
公	
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ま	
「レイチェル・カーソンの感性の森」観賞会 	
2016年4月17日　13:00-15:30	
場所　　靭公園近くのオフィス	

DVD鑑賞。「センス・オブ・ワンダー」の著者であるレイ
チェル・カーソンが「沈黙の春」（環境汚染の告発）を執
筆した事でいい意味でも辛い意味でも反響があった苦
悩や、ガンに侵され残り短い人生で甥を育てていく不安
などをレイチェルが語ったもの。彼女の勇気や、執筆の
元となった農薬の恐ろしさなどについて話しあいました。	

ＤＶＤ「レイチェル・カーソンの感性の森」	
「センス・オブ・ワンダー」　レイチェル・カーソン	
「レイチェル・カーソンはこう考えた」多田 満	

レポーター：一般社団法人　キャンディ・プロジェクト	

主催者：ー般社団法人　キャンディ・プロジェクト	
	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：9人	

ま	
ピテラジ ボイスドラマ朗読会	
2016年4月16日　昼の部13：00〜17：00		夜の部18:00～21:00	
場所sky	studio(インターネットラジオサイト　ピテラジ大阪支部)		

当日参加された皆さんは、インターネットラジオサイト「ピテラジ」の
リスナーで三重県からお越しになった親子や、声をお仕事にされて
いる方、朗読に興味がある方など幅広い世代が集まりました。	
ピテラジボイスドラマ部で活動されている声優・俳優の方々にアド
バイスを頂きながら、本読みで練習を繰り返した後、一人ずつラジ
オの収録ブースに入って声を録音しました！初めは照れていた参
加者も、２本目の収録には、台本からキャラクターを読み取り、どう
やって読んだら伝わるか楽しみながら演じていました。収録した作
品は後日、ドラマＣＤとなって参加者にプレゼントされ、収録時には
なかった効果音やBGMが加わり本格的なドラマになった作品に驚
き感動！貴重な宝物になりました。	
	

・『ちいちゃんのかげおくり』作： あまん きみこ	
・『おもちゃのチャチャチャ』作：ピテラジボイスドラマ部 
オリジナル	
・『おてがみ』作： アーノルド・ローベル	
・『空中ブランコ乗りのキキ』作：別役実	

レポーター：高木奈津美	

主催者：大阪俄	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：15人	

27	



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(日)　14:00～15:30		
場所　大阪市立阿倍野図書館	

誰もが「知っている」日本の昔話も、画家や再話者に
よってずいぶん雰囲気の違う絵本になる。6タイトル(1タ
イトルにつき少なくとも10種類の絵本)を選び、会場にず
らりと並べた。参加者は11人とそう多くなかったが、二班
にわかれて、読み比べタイム、意見交換タイムを設定し
て進めてゆくと、初めて顔を合わせる人も、大変話がは
ずんでいた。せっかく集めた絵本なので、翌日から館内
でミニ書架展示としたが、これもよく借りられていた。 	

集まった本のリストの作成をお願い致します。	
・タイトル　（著者）	
	
または、表紙を並べ置いた状態で、写真を上からとった
ものをお願いします。	

レポーター：大阪市立阿倍野図書館	
	

主催者：大阪市立阿倍野図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：11人	

図	
公	

第21回「どどどど読書会っ」	
2016年4月17日　13:30-17:00	
場所　居留守文庫	

参加者はファシリテーターの山本欣司さん（武庫川女子大教授）と居留
守文庫店員を含めて10人。課題本は江國香織さんの『きらきらひかる』
でした。	
この課題本を読んできた参加者全員が順に感想と疑問点を述べ、その
後挙げられた数々の疑問点について話し合うという流れで進められま
した。	
様々な読み方・感じ方、驚きの解釈が飛び出し、それらに対して共感す
る声や異論が出され・・・会は転がるように盛り上がっていきました。	
（多様な意見に触れるたびに、自分の読みの足りなさを感じ、再読の欲
求がわき起こりました。）	
ほかの人の感想に耳を傾けることは、作品の解釈のみならず、その人
自身についての理解も深めてくれます。思わぬ言葉からその人への共
感・愛着が深まったり、逆に自分の考え方との相違が見えてきたりもし
ます。日常的な付き合いの中では気づきにくいことも、一冊の本が媒介
になって露わになることがあるかもしれません。じっくりと一つの作品に
向き合い、感じたことを率直に語る場では、当然その「人」自身が立ち
現れてきます。会場は終始なごやかな雰囲気でしたが、自分というもの
を露呈させるときの緊張感も皆さんで共有されていたように感じました。
「人を知ること」は読書の本題とは無関係であったとしても、読書会の
大切な一面であるように思います。	
書店の目からは、一万冊を超える本の山を背景にしながら、薄い一冊
の本をめぐって徹底的に話し合う様子は、やはりとても貴重に見えまし
た。本の処理に忙殺される日々から少し離れて、背筋を伸ばされるよ
い機会になりました。	
読書会の中身については、ウルトラ自由プロジェクトさんがブログに書
かれています。	
「どどどど読書会っ」ブログ　hhp://ameblo.jp/dodododo1016/	

レポーター：居留守文庫	

主催者：ウルトラ自由プロジェクトゆきともわはははは	

イベントレポート	

参加者：10人	

28	

書	
古	



ま	
木曜日にお茶を飲もう♪	
	2016年4月21日　18：30〜20：00	
場所：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

参加された方が、まちライブラリーが初めて、もちろんイ
ベントも初めてということで、まちライブラリーとは？から、
ブックフェスタ、イベントの本の紹介の流れなどを説明し
ました。	
ネット検索で、面白そうなイベントを探して、今回のイベ
ントを見つけたとのこと。	
うまくいれられないので、お茶のいれ方のポイントの質
問がありました。	
「ゆるい会いいですね」と「まちライブラリーの取組が面
白い！」の感想が印象的でした。	

鐵技｜大西清右衛門　（大西清右衛門） 

レポーター：秋保強	

主催者：秋保強	

イベントレポート	

ブックリスト	

読書会特別版－私の出合った本－ 	
2016年4月19日（火）10：30～12：00		
場所　大阪市立此花図書館	

参加者が順番に自分が選んだ本を発表し、簡単なあら
すじや気に入ったパッセージの紹介、作品の感想や評
価を述べました。席を囲んだ方々からは発表を受けて、
質問や補強の意見などが出ました。時に話がはずむと、
本のテーマを越えて話が広がってゆく時がありました。
発表した本はコメント用紙にコメントを認めていただいた
ので、図書館内に掲示などして、来館者からの反響のコ
メントや推薦図書を募って行きます。 	

 羊と鋼の森 	宮下　奈都/著	
 母性 	湊　かなえ/[著]	
	自分道 	玉岡　かおる/著	
 ベトナムの桜 	平岩　弓枝/著	
 若冲 	澤田 瞳子/著	
　ノラや　（内田百間集成 9　ちくま文庫） 	内田　百間/著	
　恋歌 	朝井　まかて/著	
  兎の眼 	灰谷　健次郎/著	
　非色 　（角川文庫） 	有吉　佐和子/[著]	
　スクラップ・アンド・ビルド 	羽田　圭祐/著	
　火花 	又吉　直樹/著	

レポーター：大阪市立此花図書館	

主催者：大阪市立此花図書館	

イベントレポート	 ブックリスト	

参加者：8人	

参加者：2人	

図	
公	

読書会-特別版-		
2016年4月19日（火）　10：30～12：00		
場所　大阪市立西淀川図書館	

いつもと違った趣向で、おもしろかった本を１冊お持ち頂
きその本の紹介や感想などお話しながら楽しくすごして
頂けたらということで開催しました。いつもの読書会メン
バーに加えて１名新しい方の参加もあり、10名で11冊の
本が紹介されました。日本の社会情勢から人生観まで、
様々にお話が広がり、楽しんで頂いたのではと思います。 	

レポーター：大阪市立西淀川図書館	

主催者：大阪市立西淀川図書館	

イベントレポート	

参加者：11人	

図	
公	
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淀屋橋猫（にゃんこ）寄席	
2016年4月22日　19：00〜21：00	
場所　LIBRARY	&	SHARE	SPACE　	
　　　　小さなお庭と猫の図書館（餘香庵）	

館内併設の茶室「餘香庵」にて高座を設け、桂華紋さん、
月亭天使さん、はやしや香穂さんをお呼びして『淀屋橋
猫（にゃんこ）寄席』を行いました。	
　　猫にまつわる落語と粋な三味線のお囃子を、満員御
礼のお客様と楽しんだ後、落語家さん達を囲んで飲物と
軽食をつまみながらの交流会。普段聞けないような楽屋
話で盛り上がりました。	

落語のお話で盛り上がり、落語本の激写かなわず！ご
めんニャさい　（司書猫シュレ）	

レポーター：豊田	

主催者：小さなお庭と猫の図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

他	
フリーペーパー研究会 	
2016年4月21日　20：00〜23：00	
場所：はちみつとフリーペーパーの専門店『はっち』 	

4月、5月とそれぞれ『はっち』の1階、改装中の2階を会
場にして『はっちチャンネル』の公開収録をを開催しまし
た。人数こそ少ないものの、今回のブックフェスタを機に
初めて来られる方ばかりで盛り上がりました。	

★全てフリーペーパーです	
『YUTRICK』『つひまぶ』『北区じかん』	
『だんらんしんぶん』『みじんこ洞』	

レポーター：田中冬一郎	

主催者：田中冬一郎	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：7人	

参加者：45人	

お茶室で落語会だったん
だよ♪　司書猫シュレ	

図	
私	
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ま	
人生に影響を与えた本シリーズ③（人生で大切なことは、すべて「書店」で買える）読書会 	

2016年4月24日　10：00〜12：00	
場所　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

「加速型読書メソッド　「レゾナンスリーディング」エバン
ジェリスト」から、千田琢哉イノベーション・クリエーターの
本をとおして、「本」、「書店」を軸にして「多読&行動」を
方法論に独自の読書術と自己投資ポイントの実践プラ
ンを体感させて頂きました。	
【参加者の声】・えみちゃん	
読書会はじめての参加です。みなさんがたくさんの本を
読んでおれれるのでビックリしました。これまで読んでみ
たいけど、そんなに早く読めないし、途中でいつも挫折し
ていました。やはり訓練が必要か?　色んな本の話が聞
けて面白かったです。	
	

【人生に影響を与えた本】6冊　集まりました♪♪	
☆人生で大切なことは、すべて「書店」で買える	
☆スーパーボディを読む―ジョーダン、ウッズ、
玉三郎の「胴体力」	
☆9つの性格 エニアグラムで見つかる「本当の
自分」と 良の人間関係	
☆仕事の思想―なぜ我々は働くのか	
☆やっぱりすごい!!	新・子どもの脳にいいこと☆
石の肺 アスベスト禍を追う	

レポーター：梶正人	
主催者：梶正人　ＲＦＡ　ファシリテーター　　	

イベントレポート	

ブックリスト	

絵本のおたのしみ袋展 	
2016年4月23日（土）～なくなり次第終了 	
場所：大阪市立島之内図書館	

赤ちゃん向きと幼児向きそれぞれの「おたのしみ袋」を
用意しました。何が入っているのかしら？大きいのがい
いかしら？どれにする？など、お子さんと一緒に楽しく選
ぶ姿が微笑ましかったです。「自分では選ばない絵本が
あって新鮮だった」「また企画して欲しい」など、嬉しい
メッセージをいただいています。意外に、大人にも人気
のおたのしみ袋でした。 	

 大阪うまいもんのうた(クローバーえほんシリーズ) 長谷川 
義史/著  	
おかあさんのパンツ 3 山岡 ひかる/作  	
おつきさまのかぞえうた 新井 洋行/[作]			
パンツのはきかた(福音館の幼児絵本) 岸田 今日子/さく  	
わにわにのおふろ(福音館の幼児絵本) 小風 さち/ぶん  	
あひるのたまご(ばばばあちゃんの絵本) さとう わきこ/さく・え  	
あがりめさがりめ(おかあさんと子どものあそびうた) ましま 
せつこ/絵  	
いちにちおもちゃ(PHPにこにこえほん) ふくべ あきひろ/さく 	

レポーター：大阪市立島之内図書館	

主催者：大阪市立島之内図書館	

イベントレポート	 ブックリスト	

参加者：6人	

図	
公	
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ま	
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	

のんびりとしたもりのみやライブラリーと併設されたカフェでイ
ベントは行われました。カフェメニューのサラダ、フォンダン
ショコラを使って撮影会。写真撮影するのが好きな参加者ば
かりでした。	
カメラ撮影する際は「記録を撮りたい」のか「記憶に残したい」
のかで考えるということから構図までコツを教わり、ワイワイ
撮影していました。撮影後は注文したサラダとフォンダンショ
コラを食しながら、おススメのイベント用の本で盛り上がりまし
た。	
次回、写真撮影企画の話も参加者の中から出て和やかな雰
囲気でした。	
	
	
お菓子大百科、お菓子の歴史、knock	

レポーター：東裕美	

主催者：東裕美	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
人生に影響を与えた本②「バガヴアッド・ギーター」読書会　	
2016年4月24日　17：00〜19：00	
場所　まちライブラリー@もりのみやキューズモール	

らびさんの「ハンドリーディングから読み解くバカヴァット・
ギーターの世界」では、インドの古典、上村勝彦先生の本を
とおして、手相の起源、伝播、手の中に風景と星を見ること
をハンドリーディングでわかりやすく体感させて頂きました。	
【参加者の声】　塚本奈緒さん	
 なかなか難しくて読むことのできなかったバカヴァット・ギー
タの新しい読み方を見い出すことができました。さらには手
の中の宇宙。問いを立てることの重要性にも気づきました。	
・岩川義子さん	
　「問いを立てて読む」と本との関係性が深まりそうです。	
	

【人生に影響を与えた本】	
１０冊　集まりました♪♪	
☆バガヴァッド・ギーター 	
☆バガヴァッド・ギーターの世界	
☆神の詩―バガヴァッド・ギーター	
☆クリシュナ―・バガヴァット・ギー
ター①②③④	
☆ニーティサーラ―古典インドの政
略論 	
☆自分をいかして生きる	
☆Living	Deliberately:　	

レポーター：梶正人	

主催者：梶正人　ＲＦＡ　ファシリテーター	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：5人	

参加者：4人	
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ま	
関西名物特撮大会	
2016年4月24日　 13:00〜14:00	（予定より早く終了）	
場所　まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

カタリストが小学生の頃に円谷著「特撮のタネ本」と出会
い、特撮に興味を持ち、映画撮影を夢見て映写技師の
資格を取り、アルバイト先の劇場とフィルムを自費で借り
て特撮大会を企画するに至った経過と内容、ゴジラの作
曲者・伊福部昭氏の多大な協力で特撮大会が成功した
というお話と様々なユニークな企	
画の元が１冊の本であり、特撮大会の成功がなければ
後の伊丹映画祭や今日のゴジラのリメイク映画もなかっ
たと言っても過言ではないというお話でした。	

レポーター：土井博子	

主催者：まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
高齢化問題から幸齢にする社会を語り合おう	
2016年４月２４日　1７：00〜1９：00	
場所　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

テーマを絞り，生前整理について考えて、みなが話しまし
た。	
ゴミ屋敷や生前整理、遺品整理などは難しく考えがちで
すが身近な課題で、飛び入り参加の方がこれたりしました。	
身内の介護の話からはじまり、遺す側、遺される側、双方
の立場を考え、ドラマでよく見るような、「 期のわかれの
挨拶」のようなものは。タイミングが難しく。伝えたい言葉
や遺品整理、遺言とかは本当に何か有ったときに備えな
くてはいけないと話はつきませんでした	
	

発想に強くなる本、遺品整理士が心を込めて作ったエン
ディングノート、遺品整理のすべて	
	

レポーター：東裕美	

主催者：東裕美	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：4人	

参加者：4人	
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おやこdeたのしむえほんのひろば 	
4月26日（火）10：45～11：30		
場所　大阪市立城東図書館 	

多目的室に面展台を並べて絵本の展示をし、キルティングマットを敷いた上に参加した親子が円座になって絵本の読み
あいっこをしました。「赤ちゃん社長がやってきた」を職員が読み聞かせをした後、”うちの社長自慢”をしながらの自己紹
介など、終始アットホームな雰囲気でした。お母さんも子どものお気に入り絵本を手に取り、それぞれの読みきかせを楽
しみました。子どもたちもよそのお母さんが読みきかせしてくれるのが新鮮に映ったようでした。 	

レポーター：大阪市立城東図書館	

主催者：大阪市立城東図書館	

イベントレポート	

もものこぶんこ活動報告会 	
2016年4月24日　16：00〜17：30	
場所　もものこぶんこ	

もものこぶんこの平成27年度の活動を振り返る報告会を開催
しました。	
内容は極うちうちのものではあるのですが、まちライブラリーを
やってみたい方にとってもヒントがあるかなと思い、	
オープンにしてみました。	
お申し込みはなかったのですが、飛び入りでお一方参加いた
だき、スタッフ交えて5名で開催。	
報告書を見ながら、こんなことしたね、あれは大変だったねと
振り返る時間はなかなか貴重な時間です。	
活動を続けるのはやっぱり色々大変で、28年度は無理せず行
こうということになりました。	
もうすでに無理がたたっているきらいはあるのですが…	
実は今年度、もものこぶんこは開館５周年を迎えます。それに
向け、記念誌を作ろうということになりました。	
本以外の活動も盛んではあるのですが、やはり本を中心にし
た活動をしていかなければと、改めてメンバーで確認しあいま
した。	

レポーター：河野美苗	

主催者：もものこぶんこ	

イベントレポート	

参加者：8人	

図	
公	

ま	
獣医師60年の体験から、牛馬犬鳥などのおもしろい話	
2016年４月27日(水)14:00〜16:00		
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：土井博子	

主催者：キタリシテ	

イベントレポート	

1.	カタリストと生き物とのかかわりについて（好きが高じ
て獣医師に）、2.農協での活躍（バイクの思い出・牛に
ビール何本？）、3.乳牛の人工授精（精液の採取から妊
娠まで）、4.豚の驚きの精液料は？(牛は3cc・豚は250cc)、
5.牛の特殊な難産（えび・双子・過大胎児）、6.牛黄（胆
石）の話（胆嚢のお宝・1,000頭に１頭）、7.馬の話題（体
温測定の仕方・競走馬骨折の悲劇）、8.犬の種類の変遷
（東京畜犬）、9.伝染病の恐怖（鳥インフル・炭疽病・狂犬
病など）、10.お勧めの書籍（H.G.ウエルズ著「生命の科
学」）	

参加者：7人	

								34	
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ま	
大和川カフェ（第６回）	
2016年4月27日　18：30〜20：30	
場所　まちライブラリー＠大阪府立大学	

大阪南河内を流れる石川を天然アユが遡上する自然豊
かな川に蘇らせようと活動する地元の高校生たち、地域
の市民グループや子どもたちも巻き込み流域が一体と
なって取り組む様子が紹介された。この活動は昨年環
境大臣賞を受賞している。皆が協力し合えば無理と思っ
てたことも実現できる、そんな驚きのパワーを発揮する
楽しみのネットワークが参加者の共感を呼び活発な意
見交換が交わされた。カタリストは富田林高校の小川力
也先生。	

集まった本のリストの作成をお願い致します。	
・淡水魚研究入門（長田芳和著）	
・水の文化史　（富山和子著）	
・女性が語る「水への想い」（水を語る女性の会編）	
・報文アクアだより（アクアフレンズ編集）	
	
	
	
	
または、表紙を並べ置いた状態で、写真を上からとった
ものをお願いします。	

レポーター：岡本康敬	

主催者：小松清生 ・ 美濃原弥恵 ・ 岡本康敬 	

イベントレポート	

ブックリスト	

コンシェルジュ カフェ	
2016年4月27日　14：00〜15：00	
場所　梅田 蔦屋書店 コンシェルジュカウンター	

レポーター：渡邉　速利	

主催者：渡邉　速利	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：：２４回開催　延べ参加者１０９名	

参加者：8人	

『白洲次郎はなぜかっこいいのか』	
『福沢諭吉の考え方』	
『松下幸之助カレッジ』	
『村上春樹の長編を読む』はシリーズで月1回開催中	

梅田 蔦屋書店のコンシェルジュが、日・月・水の週3回、
約１時間でコーヒーとオススメ本や文具、雑貨の紹介を
して好評を得ているイベントです。	
	
毎回5名～10名のお客様にご参加頂いており、	
話の内容は各ジャンルの専門性も高く、お客様の質問
にも丁寧にお答えをして、納得頂ける１時間を毎回でき
ていると思います。	
このイベントは今後も毎月開催しています。	
ぜひ梅田 蔦屋書店ホームページをご覧の上ご参加く
ださい。	hhp://real.tsite.jp/umeda/	

書	
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読書会拡大版「趣味に関するおすすめ本」 	
4月28日（木）15：30～16：30 	
場所　大阪市立浪速図書館	

平成28年4月28日(木)、毎月定例の読書会に引き続き、拡大版読
書会を実施しました。定例の読書会の参加者に加えて新しい方
の参加もあり、いつもとは少しちがった新鮮な雰囲気のなか、自
分ではふだんは見ないジャンルの本の紹介を興味深げに聞かれ
たり、同じ趣味を 近始めたということで、熱心に本のタイトルな
どをメモされる様子が印象的でした。中には、紹介した本に載って
いる体操を実演してくださった方もあり、参加者が実践してみると、
「見ているより難しい！」と声があがり、和気あいあいとした雰囲
気で過ごされました。終了後も、お互いの趣味に関して情報交換
するなど、新しい人のつながりを感じることができました。 	

ポスト・マーラーのシンフォニストたち:	エルガー、シベリウスか
ら現代まで 	
健康をせぼねで探求する。	
	嵐が丘　	
	ジェーン・エア 	
白鯨 	
レ・ミゼラブル 	
将棋は歩から　上・中・下巻 	
癒(なお)す力 :	がんの患者学入門 	
腸は考える 	
奇跡の復活 :	脳卒中麻痺からの生還 	
植物図鑑 	
龍馬のことば	
	いい名 	

レポーター：大阪市立浪速図書館	

主催者：大阪市立浪速図書館	

イベントレポート	 ブックリスト	

ま	
第１回あべのキューズモール巣箱植本祭	
2016年4月29日　14：00〜15：00	
場所　あべのキューズモール	

キューズモールに新しくまちライブラリーの巣箱が誕生し
ました。その第一号が、あべのキューズモール３Fの
キューズランド内です。4月27日に、ご近所でまちライブラ
リーを開設されているみなさんをはじめ、通勤で通るから
と駆けつけてくださった方たちと植本祭をしました。	
　キューズランドに集まっていた子どもたちも、さっそく絵
本を手にしてくれたり、「家の本も持ってくるわ」とおっ
しゃってくださったお母さんも。	
　人が集う場所に、かわいい巣箱が賑わい創出のお手伝
いができそうな予感がしました。	
	

本で人をつなぐ まちライブラリーのつくりかた 	
マイクロ・ライブラリー 図鑑	
 コミュニティとマイクロ・ライブラリー 	
全国ご当地キャラ大図鑑	
 さかなはさかな—かえるのまねしたさかなのはなし	
 くまのコールテンくん (フリーマンの絵本)		
龍の子太郎 (子どもの文学傑作選)		
ダンデライオン (世界傑作絵本シリーズ)	
 クマのプーさんの哲学 (河出文庫)		
プロ美術家になる!	泥棒美術学校《実践編》		

レポーター：小野千佐子	

主催者：まちライブラリー	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：10人	

参加者：8人	

図	
公	
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ま	
北浜物語 其ノ弐「五代友厚の巻」	
2016年４月29日(祝)	14:00〜17:00		
場所　まちライブラリー＠北浜キタリシテ	

前半は、旭堂南陵氏（上方講談師）が所有されている資
料から、これまで知られていない五代友厚にまつわる講
談を２席聴かせていただきました。後半は、カタリスト（井
村身恒氏）と旭堂南陵氏が司会進行をしながら、参加者
と五代友厚についての意見交換を行いました。オダサク
倶楽部からは織田作之助の著書「五代友厚」の紹介が
あり、五代友厚プロジェクトの方からは映画製作を企画
しているというお話など、多方面に話題が広がりあっと
いう間に３時間が過ぎました。	

道頓堀川（宮本　輝）、すかたん（朝井まかて）、再貧困
女子（鈴木大介）、この子を残して（永井　隆）、飢餓海
峡（水上　勉）、あの夏、少年はいた（川口汐子、岩佐寿
弥）、恋する日本語（小山薫堂）	

レポーター：土井博子	

主催者：キタリシテ	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
健康に関する本を持ち寄ろう会	
4月29日(金･祝)	13:00-15:00		
場所　まちライブラリー＠一乗会	

一乗会さんのメンバーと駅長参加で、90歳〜6歳までの
幅広い会となりました。今回は自分の健康法について本
はもちろん口頭での自己紹介になりました。キーワード
は腸・足・脳の三つに絞られ、市場に出回る情報の何が
正しく何が自分に合うのか？総勢１９名で意見を交わし
ました。歩くことや普段できる生活の中で生かされる健
康法が一番長続きするコトが大切になりました。	
	

レポーター：中村恭子	

主催者：まちライブラリー＠一乗会	

イベントレポート	

参加者：19人	

参加者：33人	
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おすすめ本とりかえっこ 	
4月30日(土)15：15～16：30		
場所　大阪市立東住吉図書館	

受け取ったどの本にも自分が好きだった、他の誰かにも
読んでもらいたいという思いがこめられたメッセージがつ
けられていました。本を手放すのを 後までためらって
いた方も代わりに素敵な本ととりかえっこできて満足して
帰られたのが印象的でした。 	

レポーター：大阪市立東住吉図書館	

主催者：大阪市立東住吉図書館	

イベントレポート	

ブックリスト	

こどももおとなも集まれ！　学校図書館のすごさを知ろう！　困ったときには図書館へ2		

2016年4月30日　14：00〜17：00	
場所 エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館）  	

狭い閲覧室に大入り満員の34人参加により、盛況裡に終了。	
これは、去年も同じ時期に行ったトークイベントの続編でもあ
る。講師3名による自己紹介と読み聞かせから始まり、それ
ぞれの個性あふれるプロの読み聞かせに感動。フロアの参
加者を巻き込んで本音トークが繰り広げられた。学校図書館
現場のしんどさを聞くにつけ、「一人職場」と嘆く人々の声に
は、「専門図書館の『ワンパーソンライブラリー』と変わらん
なぁ」と感慨深い。しんどいだけではなく、やりがいのある職
場の楽しさもまた語られていて、会場はときとして笑いに包ま
れ、和やかに議事が進行した。	

『困ったときには図書館へ2	学校図書館の挑戦と可能性』	
『おかん』平田昌広著 大日本出版	
『たんぽぽ』	
『キング牧師の力づよいことば』	
『よあけ』	
「わたし」谷川俊太郎著	
加古さとし『だるまちゃんとてんぐちゃん』	

レポーター：谷合佳代子	

主催者：エル・ライブラリー	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：8人	

参加者：8人	

図	
私	

図	
公	
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もものこぶんこ24時間開館ＤＡＹ 	
2016年4月30日　13：00〜5月1日　13：00	
場所：もものこぶんこ	

この日はＢＯＯＫＦＥＳＴＡ特別企画！4月30日13時～5月1日13時までの、24
時間開館ＤＡＹでした。	

貸し出し冊数は13時～17時　25冊、17時～13時54冊の、計79冊。	
スタッフは昼、夜、朝と交代制です。夜には男性スタッフに来てもらい、安全

を心掛けました。	

昼の開館時間は、来館者数は少なかったです。この日はなぜか子どもたち
の工作欲が刺激されたのか、すばらしい作品が次々に出来上がっていった

日で した。	
工作大好き少年はまず兜と剣を作り、「これ、みんなにかぶってもらえるよう

にして」と指示。そして、先日絵本大好きさんにいただいた『かっぱのこいの
ぼり』を参考にしながら、こいのぼりを作成。	

「絵本にでてくるこいのぼりが作りたいねん」と、超力作を作ってくれました。	

もものこガールも熱心に製作。いとこの赤ちゃんへのプレゼントのかぶと、か
ざぐるまを作った後、さらに大作を。ＮＨＫの、作って遊ぼう（ツペラツ ペラさ

んが監修？しているやつ！）を見て作りたかったらしい、お花畑からお花を

摘んだり、虫を捕ったりするおもちゃ。私も本で見て作りたいと思ってたや
つ！めっちゃ上手にできました。	

17時をすぎると、どんどん人がやってきて、20時くらいまでの時間帯が一番
ピークでした。	

20時をすぎるとぼちぼち。お父さんと一緒にやってきた子が、絵を描きなが

ら「あー、夜なのになんでこんな楽しいんやろ！」と言っていたのが印象的。	
『アブナイかえりみち』を、小学生男子と読んで盛り上がったり…。	

そして今回は、夜中も滞在してくれた猛者が一名！いつものよふかしの常連
さんですが、夜通し読書を楽しんでくれて、始発で帰って行かれました。あり

がとうございます。	

朝は突発的にフレンチトーストパーティをやったり、入れ替わり立ち替わりで
途切れることなく来館してくださりました。利用者の方と、いつもと違う時間に

会うのは、なんだかテンションが上がる気がしました。	
というわけで、今年も無事、24時間開館を終えることができました！	

来ていただいた方、遠くから見守ってくださった方も含め、ご協力ありがとう

ございました！	

レポーター：河野美苗	

主催者：もものこぶんこ	

イベントレポート	

ま	
☆出版記念　直前！？著者シルフィーと一緒に読書会♪♪	
2016年4月30日　12：30〜14：00	
場所まちライブラリー@もりのみやキューズモール	
	

「世の中には、変わった仕事が多すぎる！」めずらしごと（＝
めずらしい仕事）発掘プロデューサー＆ＦＭパーソナリティの
シルフィーさんが珠玉の一冊を発刊！世の中にはあまり知ら
れていない変わった職業の方を厳選し、番組の雰囲気をそ
のまま一冊の本にまとめられた本を使って「珍しい仕事」+参
加者全員の仕事談義+本6冊程の「ぐるぐる読書」を体験して
頂きました。	
【参加者の声】提中健仁さん	
一番の収穫は自分の世界が広がった事。この会に参加しな
ければ、間違いなくスル―していた本に興味を持てた。自分
の視界を狭める固定観念をスルッと抜け出ることができた。
仕事にも応用できそうなアイデアを沢山頂きけました。いや～
楽しく知的でホットな時間を有難うございました。	

【人生に影響を与えた本】６冊集まりました♪♪	
①めずらしごと！ Vol.1	斬られ役俳優②自己信頼[新訳]	
③秋元康 アートのすすめ 29人のゲストとめぐる美術
館の楽しみ方④気まずい二人⑤ 強のコピーライティン
グバイブル⑥20世紀ファッションの文化史―時代をつ
くった10人 	

レポーター：梶正人 	

主催者：梶正人 ＲＦＡ　ファシリテーター　　	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：3人	

図	
私	
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ま	
「刀の装い」日本刀の外装を考える 	
2016年5月1日(日)13:00〜15:00		
場所ちライブラリー＠北浜キタリシテ	

プロジェクターを使って様々な刀とその細部についての
説明の後、殺陣のお話にも出たような刀から派生した言
葉「しのぎを削る」などの紹介がありました。また、カタリ
ストは居合道の先生なので、実際に真剣を持って来てい
ただき、参加者が手に持ってその重みを確かめてみると
いう体験も行われました。誰か怪我をしたりしないかと一
人でひやひやしていたレポーターと違って、参加者は、
ガラスケースに入った真剣ではなく、まじかに見る刀に
魅了されている様子でした。	

刀剣 刀装具（徳川美術館蔵品抄）　	
シナン 上・下（夢枕　獏）	

レポーター：土井博子	

主催者：キタリシテ	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	
日本の伝統芸能〜殺陣の世界へ〜		
2016年5月1日（日）10:00〜12:00	
場所まちライブラリー@もりのみやキューズモール	
	

殺陣の解説では、映画の中で使われてきた殺陣は、元々「殺
人」と書いていたが、新国劇の澤田正二郎が舞台にチャンバ
ラを持ち込み「殺陣」と名付け、殺陣の世界を変えた。殺陣と
剣道は違うもので、殺陣は200手の型に基づき、あらゆるもの
が小道具として使われ、歌舞伎のような睨みはないが見栄は
あり、どちらかというと踊りに近く人情の世界を描いているい
う説明。また、刀から「相槌を打つ」「しのぎを削る」「抜き打
ち」などの言葉が出てきているものが多くある。昔の映画では、
チャンバラで有名な俳優が多くいた話など。	

大殺陣 チャンバラ映画特集（週刊サンケイ臨時増刊）	

レポーター：土井博子	

主催者：キタリシテ	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：10人	

参加者：10人	
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ま	
豊竹英太夫と一緒に大声を出そう　〜義太夫体験 vol.3〜	
2016年5月3日（祝）17:00〜19:00）	
場所　キタリシテ	

現役の文楽技芸員の豊竹英太夫が直接指導する義太夫
の発声ワークショップです。まず、準備運動と発生練習か
ら始まり、前回のワークショップの続きで、寿式三番叟（こ
とぶきしきさんばそう）を文楽バージョンとゴスペル義太夫
バージョンの２種類習うという贅沢な内容でした。ほとんど
の参加者が前回も参加されていましたが、初めての方も遅
れを取ることなく同じように大声で挑戦されていました。参
加者からは、完全に語れるまで習いたいのでvol.4のワー
クショップも開催して欲しいという要望をいただきました。	

レポーター：土井博子	

主催者：キタリシテ	

イベントレポート	

ま	
THINK	!	ART	×	BOOK	
2016年5月1日　17：00〜19：00	
場所まちライブラリー@もりのみやキューズモール	
	

天満橋にあるギャラリーＡｒｔ　Ｌａｂ　ＯＭＭの滝本章雄さん（ArtYard
代表・アートディレクター）をカタリストにお迎えし、トークイベントを行
いました。	
また、今回はカタリストの方に一箱古本市より参加頂き、実際に出
展作品のＡＲＴＢＯＯＫの販売の後、展示会と古本市を総括する形で
トーク頂くとの内容になりました。	
トークは出展されたアート作家10名と一般の方4名を参加者に迎え、
本とアート作品の関係性について意見交換。アート作家と言えども、
みなさん様々な立場や特長をお持ちで、有意義なお話が聞けたの
ではないかと思います。	
これを機にまちライブラリーを通じて、アート作家と一般の方がより
近い存在になれば良いと思います。	
	

アート作家の製作された本を沢山寄贈頂きました。	
他では閲覧する機会の無い本ばかりで、ぜひお手にとって見て頂ければと思い
ます。	
・Present/ミック 板谷	
・モンスターズユニバーシティ/グレン・デイキン	
・drowning	book/trevor	brown	
・0-think	wme-/滝本 章雄	
・1	mobile	photo/滝本 章雄	
・九相詩/ティーダ ミサ	
・山田裕吉集/山田 裕吉	
・IDEABOOK“walk”/片山 由貴	
・空から笑顔が降りました。/吹玉 トシロー	
・優しい絵/@たつまさ	
・我を慈しむうた(CD封入)/橋本 六久	
・jin’s	ART/jinuehara		

レポーター：大畑　元彦	
	

主催者：大畑　元彦	

イベントレポート	

ブックリスト	

参加者：16人	

参加者：14人	
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