
ブックスポット同士の連携について	

1）チーム西宮	

ブックフェスタに参加のライブラリー同士が声を掛け合い、地域で連携・協力する取り組みがあった。	

“まちライブラリー＠足のコト相談所”が中心となり、東住吉にあるまちライブラリーと公共図書館と連携。	
独自のチラシを作成し、スタンプラリーなども実施されたた。	

2）東住吉	

プレスリリース▶	

“スタジモにしのみや”が中心となり、西宮にある４つのまちライブラリーに連携を呼びかけた。	
その後、顔合わせミーティングを経て、プレスリリースを配信。	
西宮の公共図書館へも声をかけるなど活動が広げられた。	
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チラシ▶	
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ブックフェスタアンケート結果	

大阪ブックフェスタ参加ライブラリーに協力いただきアンケートを実施。	
イベントでの配布、館内に設置していただき、参加者・来場者から回答を得た。	

アンケート対象ライブラリー：150館	
　　　　　　　　　（民間図書館（まちライブラリー、私設図書館）97館、公共図書館53館、商業施設（店舗など）30館）	
配布枚数：各館30枚（基本）×150枚＝約4500枚	
　　　　　※アンケート用紙が不足した場合は、コピーして増版して対応	
回収枚数：955枚（2015年6月30日時点）	
回収率　：21.2%	

24%	

76%	

表１：施設別回答内訳（2016）	

公共	 民間	
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①まちライブラリーの認知度について	

23%	

7%	

20%	14%	

32%	

4%	

まちライブラリー認知度（公共）（2016）	

以前に利用したことがある	

どういう内容かは知っている	

名前を聞いたことがある程度	

ブックフェスタを通して初めて知った	

「まちライブラリー」を知らない	

回答なし	

43%	

15%	

13%	

14%	

14%	

1%	

まちライブラリー認知度（民間）（2016）	

以前に利用したことがある	

どういう内容かは知っている	

名前を聞いたことがある程度	

ブックフェスタを通して初めて知った	

「まちライブラリー」を知らない	

回答なし	

38%	

13%	15%	

14%	

18%	

2%	 まちライブラリー認知度（全体）（2016）	

以前に利用したことがある	

どういう内容かは知っている	

名前を聞いたことがある程度	

ブックフェスタを通して初めて知った	

「まちライブラリー」を知らない	

回答なし	

39%	

17%	

19%	

3%	

21%	

1%	
	

OSAKA	BOOK	FESTA

17%	

10%	

24%	
8%	

40%	

1%	
	

OSAKA	BOOK	FESTA

45%	

20%	

18%	

1%	 15%	

1%	

	
	 	

	

OSAKA	BOOK	FESTA

▼2015年のアンケート結果	

⇛2015年に比べてより多くの、「まちライブラリー」を知らない人へアプローチすることができた。これは
民間図書館において、ブックフェスタを通して知った人が2015年は1%に対し2016年は14％であることか
ら参加ライブラリーのエリアが広がったことも影響していると考えられる。	
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②民間図書館の認知度について	

▼2015年のアンケート結果	

20%	

29%	

8%	

39%	

4%	

民間図書館認知度（公共）（2016）	

以前に利用したことがある	

あるのは知っていたが利用したことはない	

ブックフェスタを通して初めて知った	

「民間図書館」を知らない	

回答なし	

38%	

31%	

10%	

19%	

2%	 民間図書館認知度（民間）（2016）	

以前に利用したことがある	

あるのは知っていたが利用したことはない	

ブックフェスタを通して初めて知った	

「民間図書館」を知らない	

回答なし	

33%	

30%	

10%	

24%	

3%	
民間図書館認知度（全体）（2016）	

以前に利用したことがある	

あるのは知っていたが利用したことはない	

ブックフェスタを通して初めて知った	

「民間図書館」を知らない	

回答なし	

32%	

39%	

2%	

25%	

2%	
	

OSAKA	BOOK	FESTA

20%	

41%	
4%	

31%	

4%	

	

	

OSAKA	BOOK	FESTA

36%	

38%	

1%	

24%	

1%	

OSAKA	BOOK	FESTA
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③イベントを知った理由	

▼2015年のアンケート結果	

14%	

7%	
3%	

9%	
0%	

1%	
1%	0%	15%	

45%	

5%	0%	 イベントを知った理由（公共）（2016）	
友人からの紹介	

Facebook等SNS	
インターネットで検索して	

ブックフェスタのパンフレットを見て	

ラジオ	

テレビ	

新聞	

雑誌	

イベントに参加しに来たのではなく、ライブラリーを利用しに来た	

図書館での案内を見て	

ブックフェスタは知らないがたまたま来た	

記載なし	

40%	

26%	
3%	

18%	

0%	0%	2%	
0%	

3%	

4%	
4%	 イベントを知った理由（民間）（2016）	

友人からの紹介	

Facebook等SNS	
インターネットで検索して	

ブックフェスタのパンフレットを見て	

ラジオ	

テレビ	

新聞	

雑誌	

イベントに参加しに来たのではなく、ライブラリーを利用しに来た	

図書館での案内を見て	

ブックフェスタは知らないがたまたま来た	

33%	

22%	

3%	

16%	
0%	

0%	

2%	

0%	

6%	

14%	

4%	 イベントを知った理由（全体）（2016）	
友人からの紹介	

Facebook等SNS	
インターネットで検索して	

ブックフェスタのパンフレットを見て	

ラジオ	

テレビ	

新聞	

雑誌	

イベントに参加しに来たのではなく、ライブラリーを利用しに来た	

図書館での案内を見て	

ブックフェスタは知らないがたまたま来た	

記載なし	

⇛2015年、2016年ともに、民間図書館では友人からの紹介や、Facebookなど口コミが多い。	
 また民間図書館ではパンフレットを見て来た人も2015年14％から2016年は18%と増加した。	
		公共図書館関係は図書館からの案内や、ふらっと訪れた際に参加している傾向が高い。	

7%	

25%	

0%	

0%	

1%	

0%	
24%	

4%	

13%	

7%	

3%	

4%	 12%	

	

Facebook SNS	

OSAKABOOKFESTA

OSAKABOOKFESTA

15%	

12%	 0%	

0%	
2%	0%	

13%	

3%	

9%	

23%	

3%	
6%	

14%	

	

Facebook SNS	

OSAKABOOKFESTA

OSAKABOOKFESTA

5%	

28%	

0%	

0%	

1%	

0%	26%	5%	

14%	

3%	

3%	 3%	 12%	

	

Facebook SNS	

OSAKABOOKFESTA

OSAKABOOKFESTA
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④日常の利用目的について	

13%	

28%	

7%	

4%	0%	

14%	

7%	

27%	

0%	
日常の利用目的（公共）（2016）	

本を読むため	
本を借りるため	
勉強、仕事で使うため	
特に理由なくふらっと	
人に合うため	
イベントに参加するため	
普段は利用しない	
回答なし	

4%	

3%	
3%	

6%	

3%	

41%	

23%	

17%	

0%	
日常の利用目的（民間）（2016）	

本を読むため	

本を借りるため	

勉強、仕事で使うため	

特に理由なくふらっと	

人に合うため	

イベントに参加するため	

普段は利用しない	

回答なし	

その他:	

6%	
8%	 4%	

5%	

3%	

36%	

19%	

19%	

0%	日常の利用目的（全体）（2016）	

本を読むため	
本を借りるため	
勉強、仕事で使うため	
特に理由なくふらっと	
人に合うため	
イベントに参加するため	
普段は利用しない	
回答なし	
その他:	
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⑤日常の利用頻度について	

▼2015年のアンケート結果	

14%	

6%	

7%	

5%	

9%	
53%	

6%	

10 	

5 10

3 4

2

1 	

0 	

29%	

9%	

6%	
6%	7%	

33%	

10%	

10 	

5 10

3 4

2

1 	

0 	

9%	

5%	

7%	

5%	

9%	
59%	

6%	

	

10 	

5 10

3 4

2

1 	

0 	

45%	

5%	11%	
5%	

8%	

26%	

日常利用頻度（公共）（2016）	

１０回以上	

５〜１０回	

３〜４回	

２回	

１回	

０回（イベント以外ではない）	

10%	
8%	

8%	

8%	
7%	

59%	

日常利用頻度（民間）（2016）	

１０回以上	

５〜１０回	

３〜４回	

２回	

１回	

０回（イベント以外ではない）	

18%	

8%	

8%	

7%	
7%	

52%	

日常利用頻度（全体）（2016）	

１０回以上	

５〜１０回	

３〜４回	

２回	

１回	

０回（イベント以外ではない）	

⇛2015年、2016年ともに、民間図書館では約６割の新規来館者があった。公共図書館においては、	
2016年度においても約3割の新規来館者はあったが、すでに図書館を利用している人（10回以上の
ヘビーユーザー）の割合が増えていることがわかる。	
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⑥イベントの参加回数について	

9%	

8%	

12%	

11%	

18%	

42%	

イベント参加頻度（公共）（2016）	

１０回以上	

５〜１０回	

３〜４回	

２回	

１回	

０回（参加したことがない）	

7%	
9%	

13%	

11%	

22%	

38%	

イベント参加頻度（民間）（2016）	

１０回以上	

５〜１０回	

３〜４回	

２回	

１回	

０回（参加したことがない）	

8%	
9%	

12%	

11%	

21%	

39%	

イベント参加頻度（全体）（2016）	

１０回以上	

５〜１０回	

３〜４回	

２回	

１回	

０回（参加したことがない）	
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⑦利用してよかったこと	

14%	

15%	

8%	

16%	7%	

1%	3%	
1%	

11%	

24%	

0%	利用してよかったこと（公共）（2016）	
探していた本に出会えた	

思いもよらない本に出会えた	

本を通じて新たな知識を得られた	

イベントに参加して新しい知識を得られた	

イベントに参加して新たな人とのつながりができた	

日常の利用の中で、新たな人とのつながりができた	

居心地が良い	

勉強・仕事がはかどった	

特に無い	

回答なし	

その他:	

2%	

8%	
3%	

20%	

17%	

5%	

12%	0%	

7%	

26%	

0%	利用してよかったこと （民間）（2016）	
探していた本に出会えた	

思いもよらない本に出会えた	

本を通じて新たな知識を得られた	

イベントに参加して新しい知識を得られた	

イベントに参加して新たな人とのつながりができた	

日常の利用の中で、新たな人とのつながりができた	

居心地が良い	

勉強・仕事がはかどった	

特に無い	

回答なし	

その他:	

5%	

10%	 4%	

19%	

15%	

4%	

10%	
0%	

7%	

26%	

0%	

利用してよかったこと （全体）（2016）	
探していた本に出会えた	

思いもよらない本に出会えた	

本を通じて新たな知識を得られた	

イベントに参加して新しい知識を得られた	

イベントに参加して新たな人とのつながりができた	

日常の利用の中で、新たな人とのつながりができた	

居心地が良い	

勉強・仕事がはかどった	

特に無い	

回答なし	

その他:	

6%	

16%	

9%	

21%	20%	

6%	

12%	

2%	 1%	

7%	

	

▼2015年のアンケート結果	

19%	

20%	

12%	13%	

7%	
1%	

11%	

2%	
3%	 12%	

	

3%	

15%	

8%	

23%	23%	

7%	

13%	

1%	 1%	

6%	
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⑧実施してほしいことなど	

14%	 4%	

16%	

1%	14%	

0%	

7%	

3%	1%	
1%	

12%	

27%	

0%	実施してほしいことなど（公共）（2016）	

一人でゆっくりしたい	

読書や調べ物に集中できる場所（席）を増やしてほしい	

さらに本を増やしてほしい	

蔵書を検索しやすくしてほしい	

様々なイベントを開催してほしい	

議論（会話）するスペースがほしい	

同じ趣味・興味を持つ仲間を見つけたい	

他来館者との新たな交流のきっかけがほしい	

自ら情報発信（イベント主催等）をしてみたい	

自ら図書館の運営を手伝ったり、関わったりしてみたい	

特に無い	

回答なし	

その他:	

10%	
1%	 3%	

3%	

25%	

2%	

9%	

5%	2%	
2%	

8%	

30%	

0%	
実施してほしいことなど（民間）（2016）	

一人でゆっくりしたい	

読書や調べ物に集中できる場所（席）を増やしてほしい	

さらに本を増やしてほしい	

蔵書を検索しやすくしてほしい	

様々なイベントを開催してほしい	

議論（会話）するスペースがほしい	

同じ趣味・興味を持つ仲間を見つけたい	

他来館者との新たな交流のきっかけがほしい	

自ら情報発信（イベント主催等）をしてみたい	

自ら図書館の運営を手伝ったり、関わったりしてみたい	

特に無い	

回答なし	

その他:	

11%	
2%	

6%	 2%	

23%	

1%	

8%	

5%	
2%	

2%	

9%	

29%	

0%	実施してほしいことなど（全体）（2016）	
一人でゆっくりしたい	

読書や調べ物に集中できる場所（席）を増やしてほしい	

さらに本を増やしてほしい	

蔵書を検索しやすくしてほしい	

様々なイベントを開催してほしい	

議論（会話）するスペースがほしい	

同じ趣味・興味を持つ仲間を見つけたい	

他来館者との新たな交流のきっかけがほしい	

自ら情報発信（イベント主催等）をしてみたい	

自ら図書館の運営を手伝ったり、関わったりしてみたい	

特に無い	

回答なし	

その他:	

11%	 4%	

8%	
4%	

24%	
6%	

15%	

9%	

4%	

4%	
2%	

9%	 	

▼2015年のアンケート結果	

18%	

8%	

10%	

5%	18%	3%	
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⑨去年の参加について	

13%	 1%	

16%	

70%	

昨年度の参加について（公共）（2016）	

イベントに参加した	

スタンプラリーに参加した	

開催していたことを知っていたが
行けなかった	

開催していたことを知らなかった	

27%	

0%	

14%	
59%	

昨年度の参加について（民間）（2016）	
	

イベントに参加した	

スタンプラリーに参加した	

開催していたことを知っていたが
行けなかった	

開催していたことを知らなかった	

24%	

0%	

14%	62%	

昨年度の参加について（全体）（2016）	
	

イベントに参加した	

スタンプラリーに参加した	

開催していたことを知っていた
が行けなかった	

開催していたことを知らなかっ
た	
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⑩性別・年代	

35%	

65%	
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⑪居住区域	

49%	

33%	

4%	 11%	

2%	 0%	0%	 1%	

居住エリア（公共）（2016）	

大阪市内	

大阪府下	

奈良	

兵庫	

京都	

和歌山	

滋賀	

その他	

37%	

36%	

3%	
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5%	

0%	
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居住エリア（民間）（2016）	

大阪市内	

大阪府下	

奈良	

兵庫	

京都	

和歌山	

滋賀	

その他	

40%	

35%	

3%	
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5%	
0%	 1%	 2%	

居住エリア（全体）（2016）	

大阪市内	

大阪府下	

奈良	

兵庫	

京都	

和歌山	

滋賀	

その他	
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プレスリリース・メディア露出について	

1）プレスリリース	

3月31日に「まちライブラリーブックフェスタ2016in関西を開催する旨」プレスリリースを配信。	
郵送での案内：108ヶ所／メールでの案内：103ヶ所。	

［詳細］	
・産経ウェブ　2016/3/14	
　　西宮まちライブラリーに行こう！西宮市内の4つのまちライブラリーと西宮市立図書館が合同でイベントを開催　	
・読売ライフ（タウン誌）2016年4月号 		
　　まちライブラリー＠もりのみやキューズモールおよび、ブックフェスタの紹介 	 	 	 		
・産経新聞（大阪府下版）2016/4/12 	 	 	 		
・ケーブルテレビJCOM 	2016/4/12	
　　番組：デイリー大阪　ブックフェスタの紹介	
・朝日新聞（大阪府下版）2016/4/15	
　　ブックフェスタ 	の紹介 	 	 	 		
・産経新聞（大阪府下版）2016/4/17	
　　ブックフェスタ 	その他 	 	 	 		
・NHK大阪放送 	第1放送	2016/4/20　16:05-18:00	
　　中継にて、大阪市東淀川区の東淀川図書館で現在開催中の「ブックフェスタin関西」についてリポート。		
・ラジオ大阪 	2016/4/26	
　　番組：青木和雄の昼までえぇやん！に礒井が出演、ブックフェスタやもりのみやでの植本祭について紹介 		
・ラジオ関西 	2016/5/10 	15:15から15:30 		
　　番組：時間です！林編集長に、西山が出演し、ブックフェスタやもりのみやで開催する「著者に聞く」シリーズ	
　　について紹介。	 	 	 		
・茨木市広報 ５月号 2016/5/6 	 		
　「図書館に行こう！」のコーナーでまちライブラリーin関西イベント中央図書館と中条図書館掲載されていました。 	 	 		
・大阪日日新聞 	　2016/5/11	
　　ブックフェスタの紹介、エル・ライブラリーのイベント紹介	

2）メディア露出まとめ	

［掲載］	
テレビ：1件　　　　　　ラジオ：2件	
新聞：4件　　　　　　　タウン誌、雑誌：2件　ウェブメディア：1件	

▲ラジオ関西	

読売ライフ▶	
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▲4/15朝日新聞	
▲4/12産経新聞	

▲4/17産経新聞	
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ブックリスト	

場所	 イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

A’ワーク創造館	

WorkCafe	

1週間で美人に魅せる女(わたし)の磨き方	 9784761269210 	

47都道府県女ひとりで行ってみよう (幻冬舎文庫)	 9784344416604 	

Story board of swallowtail butterfly (1)	 9784048527811 	

Story board of swallowtail butterfly (2)	 9784048527828 	

カフェー小品集 (小学館文庫)	 9784094080148 	

ぐるぐるなまいにち。 単行本	 9784533032448 	

コーラン 上 (岩波文庫 青 813-1)	 9784003381311 	

シーラという子—虐待されたある少女の物語	 9784152079992 	

ソーシャルデザイン実践ガイド——地域の課題を解決する7つのステップ	 9784862761491 	

ようこそ断捨離へ モノ・コト・ヒト、そして心の片づけ術	 9784796677424 	

よりぬきピータン!!基本編 (KCデラックス Kiss)	 9784063722482 	

リストランテ・パラディーゾ (f×COMICS)	 9784778320140 	

リラックマのらくらくExcel仕事術 (Gakken Computer Mook)	 9784056110050 	

単純な脳、複雑な「私」 (ブルーバックス)	 9784062578301 	

朝の歓び（上） (講談社文庫)	 9784062634779 	

朝の歓び〈下〉	 9784062069861 	

和菓子のほん (たくさんのふしぎ傑作集)	 9784834023046 	

会話のきっかけレシピ	

“内向型”のための雑談術—自分にムリせずラクに話せる51のルール	 9784804717548 	

さよなら渓谷 (新潮文庫)	 9784101287546 	

しゃべらない仕事術	 9784844373933 	

なぜ、この人と話をすると楽になるのか	 9784778314330 	

何も持たず存在するということ	 9784901998338 	

花もて語れ 1 (BIG SPIRITS COMICS SPECIAL)	 9784091833983 	

錦繍 (新潮文庫)	 9784101307022 	

語彙・読解力検定公式テキスト 改訂2版 合格力養成BOOK 準2級	 9784021101250 	

光の帝国 常野物語 (常野物語) (集英社文庫)	 9784087472424 	

雑談力が上がる話し方—30秒でうちとける会話のルール	 9784478011317 	

仕事や人生や未来について考えるときにアーティストが語ること ─あなたはなぜつくるのですか?	 9784845913015 	

就労困難者が輝いている 日本でいちばん育てたい会社	 9784892959288 	

発達障害に気づかない大人たち<職場編>（祥伝社新書237）	 9784396112370 	

眉山 (幻冬舎文庫)	 9784344409415 	

amare	 大人の絵本ダイアログ	

ええところ (絵本単品)	 9784052034770 	

おへんじください。	 9784032321609 	

かみさまからのおくりもの	 9784772100779 	

ぐぎがさんとふへほさん (こどものとも絵本)	 9784834024449 	

じいじのさくら山	 9784592761051 	

やさいのおなか (幼児絵本シリーズ)	 9784834014389 	

老いを考える100冊の本	 9784800910042 	

Beehive Hostel Osaka	
ゆる～く「これからの地域おこし・街づくり」に
ついて語りあいましょう。お泊り可能。	

グリーンネイバーフッド—米国ポートランドにみる環境先進都市のつくりかたとつかいかた	 9784881242339 	

まちで闘う方法論:自己成長なくして、地域再生なし	 9784761513597 	

稼ぐまちが地方を変える—誰も言わなかった１０の鉄則 (ＮＨＫ出版新書　460)	 9784140884607 	

C flat	 海外・語学好き読書会+まちライブラリー 	

EDMONDS JUNIOR cook book 　	

Thailand　Handbook	 　	

Treasure Island (1999 Film)	 9786134551434 	

カナダ日系移民の軌跡—移民の歴史から問い直す国家の意味 (人間の科学叢書)	 9784822602321 	

スチュワーデスの英会話	 　	

ニューヨーク 第2版 (JALシティガイドマップ)	 9784876419814 	

ニューヨークのとけない魔法 (文春文庫)	 9784167717223 	

バケツひとつでアジア旅	 9784795818330 	

やさしい中国語で読む自伝エッセイ 茉莉花	 9784140351109 	

英語、わかりますか—絵とゲームでまなぶ英文法100のルール	 9784643743401 	

起きてから寝るまで 中国語表現ドリル	 9784757411180 	

後宮小説 (新潮文庫)	 9784101281117 	

好きになっちゃったシンガポール—ハイテク・シティ穴場探索ちゃちゃちゃ旅 (アジア楽園マニュアル)	 9784575287844 	

新TOEIC対応　1カ月で鍛える&覚える！	 　	

中華電影的北京語—中国・台湾映画で学ぶ北京語名作・名シーン・名セリフ集 (キネ旬ムック)	 9784873765884 	

同時通訳者の英語ノート術&学習法	 9784046001443 	

日本を脱出する本	 9784478016640 	

日本人の知らない日本語2	 9784840131940 	

爆笑! 英語コミックエッセイ 日本人のちょっとヘンな英語2 日本人のあるある英語編	 9784776208389 	

ISまちライブラリー	 本とバルの日	

アイデアが生まれる、一歩手前のだいじな話	 9784763133847 	

あきない世傳 金と銀 源流篇 (時代小説文庫)	 9784758439817 	

イモータル (中公文庫)	 9784122060395 	

エロティック日本史 : 古代から昭和まで、ふしだらな35話	 9784344984141 	

コミュニティとマイクロ・ライブラリー	 9784990744281 	

やる気のスイッチ! (Sanctuary books)	 9784861139260 	

悪童日記 (ハヤカワepi文庫)	 9784151200021 	

下流老人　一億総老後崩壊の衝撃 (朝日新書)	 9784022736208 	

快楽の効用 嗜好品をめぐるあれこれ (ちくま新書)	 9784480065742 	

奇跡の脳: 脳科学者の脳が壊れたとき (新潮文庫)	 9784102180211 	

今すぐ話せる韓国語	 9784890853045 	

今朝の春—みをつくし料理帖 (ハルキ文庫 た 19-4 時代小説文庫)	 9784758435024 	

小泉今日子はなぜいつも旬なのか	 9784022736383 	

小泉今日子書評集	 9784120047794 	

大阪力事典—まちの愉しみ・まちの文化	 9784422250397 	

地震イツモノート (ポプラ文庫)	 9784591122143 	

頭のうちどころが悪かった熊の話 (新潮文庫)	 9784101367415 	

文盲: アゴタ・クリストフ自伝 (白水Uブックス)	 9784560071953 	

問題は「タコつぼ」ではなく「タコ」だった!? 「自分経営」入門 (ディスカヴァー携書)	 9784887596092 	
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場所	 イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

MOBIO	 　	 新しい道徳 「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか	 9784344028159 	

sky studio	 ピテラじボイスドラマ朗読会	

おもちゃのチャチャチャ (わらべうたえほん)	 9784865490565 	

ちいちゃんのかげおくり (あかね創作えほん 11)	 9784251030115 	

ふたりはともだち (ミセスこどもの本)	 9784579402472 	

空中ブランコのりのキキ	 9784835450742 	

アオツキ書房	 オーブリー・ビアズリー展	

『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	 　	

『ジェームス・マクニール・ホイッスラー伝』ペネル夫妻	 　	

『花椿』資生堂	 　	

『五十三次之内 猫之怪』歌川芳藤	 　	

『宵待草』竹久夢二	 　	

『髪盗み』アレクサンダー・ポープ	 　	

『北斎漫画』葛飾北斎	 　	

『漾虚集』夏目漱石	 　	

MW(ムウ) (1) (小学館文庫)	 9784091920041 	

アーサー王の死 (ちくま文庫—中世文学集)	 9784480020758 	

ウツボラ(1) (F×COMICS)	 9784778321130 	

サロメ (岩波文庫)	 9784003224526 	

パタリロ! (第1巻) (花とゆめCOMICS)	 9784592111719 	

女の平和 (岩波文庫 赤 108-7)	 9784003210871 	

明石市立図書館	 ぬいぐるみのおとまり会	

きょうのえほん	 9784323024462 	

くまさんのおなか	 9784835451190 	

クマのパディントン	 9784652041239 	

くるみわり人形	 9784893094506 	

こひつじまある	 9784001112412 	

そりゃあもう いいひだったよ: ぴっかぴかえほん	 9784097266259 	

だいすきべべダヤン	 　	

だっこれっしゃ	 9784033520407 	

ドアがあいて…	 9784593503919 	

ぬいぐるみおとまりかい	 　	

ねんねのおとがきこえるよ　　エゾリス みんとちゃんの おはなし (コドモエ[kodomoe]のえほん)	 9784592761853 	

ビロードのうさぎ	 9784893094087 	

プーさんたちのたからもの (プーさんともりのなかまたち)	 9784052014208 	

ふたりはめいたんてい?	 9784752005469 	

ブラッフィー	 9784097264811 	

ペンギンのパンゴー	 9784776407232 	

ほげちゃん	 9784032323702 	

ほげちゃんまいごになる	 9784032324303 	

ミシュカ	 9784400750048 	

ゆみちゃんはねぞうのわるいこです	 9784776406280 	

よるのとしょかん	 9784895728683 	

よるのとしょかんだいぼうけん (おはなしいちばん星)	 9784776407430 	

ラペのくにでは	 9784759311884 	

夜まわりクマのアーサー	 9784887471085 	

あべのキューズモー
ル	

第１回巣箱植本祭	

くまのコールテンくん (フリーマンの絵本)	 9784032021905 	

クマのプーさんの哲学 (河出文庫)	 9784309462622 	

コミュニティとマイクロ・ライブラリー 	 　	

さかなはさかな—かえるのまねしたさかなのはなし	 9784769020042 	

ダンデライオン (角川文庫)	 9784041041130 	

プロ美術家になる! 泥棒美術学校《実践編》	 9784875861515 	

マイクロ／ライブラリー図鑑	 　	

全国ご当地キャラ大図鑑	 9784800206657 	

本で人をつなぐ まちライブラリーのつくりかた	 9784761513450 	

龍の子太郎 (講談社青い鳥文庫 6-5)	 9784061470101 	

あまがさきキューズ
モール	

第１回巣箱植本祭	

アニメ版 トトイ	 9784323012582 	

きことわ (新潮文庫)	 9784101251813 	

クマにあったらどうするか: アイヌ民族最後の狩人 姉崎等 (ちくま文庫)	 9784480431486 	

コミュニティとマイクロ・ライブラリー 	 　	

スマイルプリキュア! : Precure 10th × Nakayosi 60th	 9784063378238 	

ついやってみたくなる「不思議」の本 (講談社文庫)	 9784062561884 	

ティファニーで朝食を (新潮文庫)	 9784102095089 	

ピーター・パン (新潮文庫)	 9784102104019 	

マイクロ・ライブラリー 人とまちをつなぐ小さな図書館 	 　	

マイクロ・ライブラリー 図鑑 	 　	

またおいで	 9784251040381 	

よくきたね (0.1.2.えほん)	 9784834024500 	

自分の中に毒を持て—あなたは“常識人間”を捨てられるか (青春文庫)	 9784413090100 	

上町学—再発見・古都おおさか	 9784863060845 	

世界がもし100人の村だったら	 9784838713615 	

成功のための未来予報	 9784907072148 	

頭が良くなることわざ辞典	 9784828000077 	

美女と野獣	 9784062625579 	

本で人をつなぐ まちライブラリーのつくりかた 	 　	

老いた親を愛せますか? それでも介護はやってくる	 9784344028678 	

アムネスティ大阪事
務所	

スマホの中の児童労働	

ぼくは13歳 職業、兵士。—あなたが戦争のある村で生まれたら	 9784772603447 	

子ども兵の戦争	 9784140811160 	

子ども兵士 : 銃をもたされる子どもたち	 9784860573652 	

世界と、いっしょに輝く—エシカルジュエリーブランドHASUNAの仕事	 9784904292372 	

世界の子ども兵—見えない子どもたち	 9784794807946 	

世界商品と子供の奴隷—多国籍企業と児童強制労働	 9784623053636 	

帝国を壊すために—戦争と正義をめぐるエッセイ— (岩波新書)	 9784004308522 	

生駒市図書館	 第３４回ビブリオバトルinいこま	

1ドルの価値/賢者の贈り物 他21編 (光文社古典新訳文庫)	 9784334751418 	

将棋駒の世界	 　	

ハゲタカ外伝　スパイラル	 9784478029374 	

恐慌に立ち向かった男高橋是清	 9784122056046 	

経済学・哲学草稿 (光文社古典新訳文庫)	 9784334752064 	

西鶴名作集 (21世紀版少年少女古典文学館)	 9784062827676 	
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場所	 イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

伊丹市立図書館こと
ば蔵	

ことば文化都市伊丹10週年記念講演	

マイクロ・ライブラリー	 　	

マイクロ／ライブラリー図鑑	 　	

まちライブラリーのつくり方	 　	

三余学寮「ことば科」	
ぷらり日本全国「語源遺産」の旅　（わぐりたかし）	 　	

地団駄は島根で踏め（わぐりたかし）	 　	

恋のカエボン	

女の道は一本道	 　	

人生を変える「心のブレーキ」の外し方	 　	

夜は短し歩けよ乙女	 　	

離婚を決めました	 　	

一般社団法人キャン
ディプロジェクト	

センス・オブ・ワンダー	
センス・オブ・ワンダー	 9784105197025 	

茨木市立中央図書館	おすすめの本の木	

12歳。~だけど、すきだから~ (小学館ジュニア文庫)	 9784092307483 	

AKB0048 episode 0	 9784063643510 	

ONE PIECE 1 (ジャンプ・コミックス)	 9784088725093 	

Two Trains—とぅーとれいんず (学研の新・創作)	 9784052027598 	

あさりちゃん (2) (小学館コロコロ文庫)	 9784091940926 	

アルジャーノンに花束を	 9784150413330 	

アルジャーノンに花束を (ダニエル・キイス文庫)	 9784151101014 	

あんぱんまん (キンダーおはなしえほん傑作選 8)	 9784577002087 	

エミリー・ザ・ストレンジ	 9784840107242 	

エメラルド・アトラス—最古の魔術書	 9784751523551 	

お姫さま大全 100人の物語	 9784062167680 	

かいけつゾロリ ちきゅうさいごの日 (26) (かいけつゾロリシリーズ  ポプラ社の新・小さな童話)	 9784591062357 	

かいけつゾロリのドラゴンたいじ (1) (かいけつゾロリシリーズ  ポプラ社の小さな童話)	 9784591026540 	

かもめ食堂 (幻冬舎文庫)	 9784344411821 	

ギャー! 幽霊＆都市伝説DX (ヤングセレクション)	 9784408617497 	

きらりん・レボリューション	 9784091356161 	

くびだけだよ (恐怖通信 鳥肌ゾーン)	 9784591136058 	

ケープドリ あらしのまき	 9784860850838 	

しずくちゃん (1) ちいさなしずくのようせいたち。	 9784265801176 	

ジャックとまめの木 (世界名作おはなし絵本)	 9784097262343 	

スーパーマン/バットマン:スーパーガール	 9784864913041 	

すてきなあなたに	 9784766000047 	

すてきなあなたに 3巻	 9784766001402 	

すてきなあなたに〈2〉	 9784766000023 	

すてきなあなたに〈4〉	 9784766000993 	

それいけ!アンパンマン (フレーベルのえほん (9))	 9784577003091 	

だららん日和—リラックマ生活〈2〉	 9784391130195 	

だれも欲しがらなかったテディベア	 9784062066587 	

たんぽぽはたんぽぽ	 9784477028132 	

ちいさなプリンセスと真実の鏡 (イチゴのお手紙つき 1巻)	 9784052039393 	

ちび☆デビ! 1 (ちゃおフラワーコミックス)	 9784091320834 	

つるばら村のはちみつ屋さん (わくわくライブラリー)	 9784061957046 	

トウ・シューズ (1) (りぼんマスコットコミックス (1038))	 9784088560380 	

どうたくものがたり	 　	

ドラえもんをさがせ! (かくれんぼ絵本)	 9784097276913 	

にんぎょのいちごゼリー	 9784577039205 	

ハーブ魔女のふしぎなレシピ	 9784591097496 	

はなかっぱ	 9784840115612 	

バムとケロのもりのこや	 9784894237070 	

ハリー・ポッターと賢者の石 (1)	 9784915512377 	

ピアノの森	 9784063724370 	

ピアノの森 2 (モーニングKC (1430))	 9784063724301 	

ピアノの森 3 (モーニングKC (1431))	 9784063724318 	

ピアノの森 4 (モーニングKC (1436))	 9784063724363 	

ピアノの森—The perfect world of Kai (1) (アッパーズKC (30))	 9784063460308 	

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂	 9784036356102 	

へんしんレストラン (新しいえほん)	 9784323033785 	

まほうのじどうはんばいき	 9784323071459 	

メン!出会いの剣 (ホップステップキッズ!)	 9784882644408 	

モデルに聞いたこわい話~けんか編~ (ピチレモンノベルズ みんなの恐怖シリーズ)	 9784052039997 	

モデルに聞いたこわい話~魔の刻~ (ピチレモンノベルズ—みんなの恐怖シリーズ)	 9784052042119 	

やまのおばけずかん (どうわがいっぱい)	 9784061981928 	

ようかいアニミちゃん	 9784774606163 	

リボンちゃん	 9784799900697 	

リラックマ生活—だらだらまいにちのススメ	 9784391129328 	

ロング・グッドバイ	 9784152088000 	

ロング・グッドバイ (ハヤカワ・ミステリ文庫 チ 1-11)	 9784150704612 	

映画妖怪ウォッチ誕生の秘密だニャン!	 9784091418395 	

遠い太鼓 (講談社文庫)	 9784061853829 	

怪談オウマガドキ学園(1)真夜中の入学式	 9784494016501 	

海を照らす光	 9784152095145 	

海底2万マイル (どきどきミステリーランド)	 9784323017778 	

海底2万マイル (講談社青い鳥文庫)	 9784061485303 	

楽園 (角川文庫)	 9784041880135 	

恐怖通信 鳥肌ゾーン 1 コックリさん	 9784591130971 	

恐怖通信 鳥肌ゾーン 2うずまき	 9784591131978 	

恐怖通信鳥肌ゾーン	 9784591140154 	

後ろにいるよ (恐怖通信 鳥肌ゾーン)	 9784591134764 	

高村光太郎詩集 (岩波文庫)	 9784003104712 	

死神レストラン (怪談レストラン)	 9784494011292 	

似非エルサレム記	 9784087753226 	

若おかみは小学生! 花の湯温泉ストーリー(1) (講談社青い鳥文庫)	 9784061486133 	

小説プリキュアオールスターズＮｅｗ　Ｓｔａｇｅ	 　	

植物図鑑	 9784048739481 	

植物図鑑 (幻冬舎文庫)	 9784344419681 	

新訳 アンの青春 (上) 完全版 -赤毛のアン2- (角川つばさ文庫)	 9784046314963 	

新訳アンの青春 : 赤毛のアン : 完全版	 9784046314970 	

親鸞(下) (講談社文庫)	 9784062770613 	
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場所	 イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

茨木市立中央図書館	おすすめの本の木	

人類はどこから来て,どこへ行くのか	 9784759815641 	

図書館戦争	 9784048694124 	

精霊の守り人 (新潮文庫)	 9784101302720 	

赤いろうそくと人魚 (日本の童話名作選)	 9784039635808 	

赤い蝋燭と人魚	 9784039651006 	

赤毛のアン〈下〉 (偕成社文庫)	 9784036514908 	

赤毛のアン〈上〉 (偕成社文庫)	 9784036514809 	

絶叫学級 呪われた初恋 編 (集英社みらい文庫)	 9784083213045 	

探偵チームKZ事件ノート 初恋は知っている 若武編 (講談社青い鳥文庫)	 9784062853675 	

知らずにまちがえている敬語 (祥伝社新書329) (祥伝社新書 329)	 9784396113292 	

地獄堂霊界通信(1) (講談社文庫)	 9784062932080 	

天野さんの傘	 9784892712340 	

動物と話せる少女リリアーネ〈1〉動物園は大さわぎ!	 9784052032486 	

特盛! おとぼけ課長 (7) 笑いMAX! 元気わしづかみ編 (まんがタイムマイパルコミックス)	 9784832252776 	

日々是修行 現代人のための仏教100話 (ちくま新書)	 9784480064851 	

日本推理作家協会賞受賞作全集	 9784575658958 	

美しく不思議なウミウシ	 9784576140247 	

富士日記　下巻　改版	 　	

富士日記 上巻 (中公文庫 A 142)	 9784122008038 	

富士日記 中巻 (中公文庫 A 142-2)	 9784122008120 	

富士日記〈下〉 (中公文庫)	 9784122028739 	

富士日記〈上〉 (中公文庫)	 9784122028418 	

武田百合子全作品 (1) 富士日記 (上)	 9784124032543 	

武田百合子全作品 (2) 富士日記(中)	 9784124032550 	

武田百合子全作品 (3) 富士日記 (下)	 9784124032567 	

武道館	 9784163902470 	

腹話術 (恐怖通信 鳥肌ゾーン)	 9784591137567 	

物語のおわり	 9784022512215 	

僕のお父さんは東電の社員です 小中学生たちの白熱議論!3・11と働くことの意味	 9784768456712 	

僕の死に方 : エンディングダイアリー500日	 9784094060201 	

未来の車のひみつ	 　	

遊び : 安光奎祐木版画集	 9784788360891 	

恋するプリン! 1 (ちゃおフラワーコミックス)	 9784091306579 	

路上観察学入門 (ちくま文庫)	 9784480028181 	

櫻子さんの足下には死体が埋まっている (角川文庫)	 9784041006955 	

茨木市立中条図書館	ふれあう絵本広場	

うしはどこでも「モー!」	 9784790251934 	

このはなだれの? (おおきなかがく)	 9784893250544 	

こんにちワニ (わははは!ことばあそびブック)	 9784569682037 	

ぞうくんのさんぽ(こどものとも絵本)	 9784834005158 	

だじゃれ日本一周	 9784652040850 	

だるまさんシリーズ「が・の・と」(3点セット)	 9784893094810 	

デザインあ あなのほん	 9784097348924 	

ねえ どっちがすき? (幼児絵本シリーズ)	 9784834019155 	

ねずみくんのチョッキ (ねずみくんの小さな絵本)	 9784591080733 	

ぼくたちのコンニャク先生	 9784097272212 	

ぼちぼちいこか	 　	

まめうしくんとあいうえお (PHPにこにこえほん)	 9784569687568 	

もこもこもこ (ぽっぽライブラリ みるみる絵本)	 9784580813953 	

実物大恐竜図鑑	 9784338010290 	

森はオペラ	 9784861010569 	

えほん館	 絵本と本でまち、ひと、つながり発見	

オニのサラリーマン (日本傑作絵本シリーズ)	 9784834082005 	

カクレンボ・ジャクソン	 9784032015201 	

からすのパンやさん (かこさとしおはなしのほん (7))	 9784032060706 	

キムチの絵本 (つくってあそぼう)	 9784540082139 	

たこやきのたこさぶろう: ぴっかぴかえほん	 9784097266235 	

つかまえた! (講談社の創作絵本)	 9784061325692 	

ねこのピート : だいすきなしろいくつ	 9784893259790 	

らっこ	 9784577035573 	

リトルターン (集英社文庫)	 9784087460490 	

エル・ライブラリー	 困ったときは図書館へ２	

おかん	 9784834001242 	

キング牧師の力づよいことば—マーティン・ルーサー・キングの生涯	 9784337062412 	

だるまちゃんとてんぐちゃん(こどものとも絵本)	 　	

たんぽぽ	 　	

よあけ (世界傑作絵本シリーズ—アメリカの絵本)	 9784834005486 	

わたし (かがくのとも傑作集—わくわくにんげん)	 9784834008470 	

学校図書館の挑戦と可能性	 9784906873517 	

大阪市立東成図書館	
絵本deつながろ！　ママのための元気にな
れるよみきかせ交流会	

 あかちゃんのおと(はじめての絵本たいむ)/みやにし たつや/作絵/金の星社	 9784323039015	

 いいこってどんなこ?/ジーン・モデシット/文/冨山房	 9784572003393 	

 いろいろだんご/山岡 ひかる/作/くもん出版	 978-4-7743-21516	

 うずらちゃんのかくれんぼ(幼児絵本シリーズ)/きもと ももこ/さく/福音館書店	 9784834012309 	

 うずらちゃんのたからもの(幼児絵本シリーズ)/きもと ももこ/さく/福音館書店	 978-4-8340-80131	

 えほんのせかいこどものせかい/松岡 享子/著/日本エディタースクール出版部	 9784888881258 	

 おーいはーい(はじめてえほん 1)/和歌山 静子/さく/ポプラ社	 978-4-591-124598	

 おかあさん、すごい!/スギヤマ カナヨ/著/赤ちゃんとママ社	 978-4-87014-0912	

 おかあさんがおかあさんになった日(絵本・こどものひろば)/長野 ヒデ子/さく/童心社	 9784494008599 	

 おでかけのまえに(幼児絵本)/筒井 頼子/さく/福音館書店	 4-8340-0854-1	

 おはなをどうぞ/三浦 太郎/作/のら書店	 978-4-931129-504	

 おはようからおやすみまでの12のわらべうたえほん/小林 衛己子/編/ハッピーオウル社	 4-902528-18-5	

 おひざでだっこ(とことこえほん)/内田 麟太郎/ぶん/童心社	 978-4-494-001804	

 おひめさまはねむりたくないけれど(そうえんしゃ・世界のえほん 8)/メアリー・ルージュ/さく/そうえん社	 978-4-88264-2879	

 おべんとうばこのうた(わらべうたえほん)/さいとう しのぶ/構成・絵/ひさかたチャイルド	 978-4-89325-9936	

 おめでとう -たいせつなあなたへ-(からだとこころのえほん 15)/いとう えみこ/文/ポプラ社	 978-4-591-112205	

 かあさん、わたしのことすき?/バーバラ・ジョシー/さく/偕成社	 9784033277400 	

 くっついた/三浦 太郎/作・絵/こぐま社	 9784772101783 	

 ぐりとぐら(ぐりとぐらの絵本)/中川 李枝子/さく/福音館書店	 978-4-8340-00825	

 こぐまちゃんおはよう(こぐまちゃんえほん 1)/わかやま けん/[絵]/こぐま社	 9784772100205 	

 ことり(はじめての絵本たいむ)/中川 ひろたか/ぶん/金の星社	 978-4-323-039053	

 ころころころ(福音館の幼児絵本)/元永 定正/さく・え/福音館書店	 9784834001112 	

 そとごはん(ヘレン・オクセンバリーのはじめてのおはなしえほん 1)/ヘレン・オクセンバリー/作・絵/岩崎書店	 978-4-265-850587	

 だいすきのしるし(えほんのぼうけん 42)/あらい えつこ/さく/岩崎書店	 978-4-265-081127	



場所	 イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

大阪市立東成図書館	
絵本deつながろ！　ママのための元気にな
れるよみきかせ交流会	

 たたくとぽん :改訂新版(たまごのほん)/寺村 輝夫/さく/あかね書房	 9784251000613 	

 だんだんおかあさんになっていく/おーなり 由子/著/PHP研究所(発売)	 978-4-569-796598	

 ちいさいはたけ(年少ライブラリー)/柳生 まち子/さく/こどものとも社(発売)	 　	

 ちびゴリラのちびちび/ルース・ボーンスタイン/さく/ほるぷ出版	 9784593500772 	

 ととけっこうよがあけた(わらべうたえほん)/こばやし えみこ/案/こぐま社	 9784772101776 	

 とべたよとべたよ(えほん・いっしょによんで)/わかやま しずこ/さく/童心社	 978-4-494-007691	

 とんとんとんとんひげじいさん(わらべうたえほん)/藤本 ともひこ/構成・絵/ひさかたチャイルド	 978-4-86549-0107	

 にんじん だいこん ごぼう -日本の昔話より-(福音館の幼児絵本)/植垣 歩子/再話・絵/福音館書店	 978-4-8340-80421	

 バルンくんとおたすけ3きょうだい。(幼児絵本シリーズ)/こもり まこと/さく/福音館書店	 978-4-8340-22834	

 バルンくんとともだち(0.1.2.えほん)/こもり まこと/さく/福音館書店	 978-4-8340-26054	

 パンツのはきかた(福音館の幼児絵本)/岸田 今日子/さく/福音館書店	 978-4-8340-26139	

 パンどうぞ(講談社の創作絵本)/彦坂 有紀/作/講談社	 978-4-06-1325883	

 ぼくつかまらないもん!/マーガレット・ワイズ・ブラウン/文/あすなろ書房	 978-4-7515-27122	

 ぽんちんぱん(0.1.2.えほん)/柿木原 政広/作/福音館書店	 978-4-8340-80926	

 ママ、あのね/福田 幸広/写真/岩崎書店	 978-4-265-830206	

 みてる/岩合 日出子/ぶん/福音館書店	 978-4-8340-23862	

 りんごころころ(あかちゃんのおいしい本)/松谷 みよ子/ぶん/童心社	 9784494001729 	

 わにわにのおふろ(福音館の幼児絵本)/小風 さち/ぶん/福音館書店	 9784834019704 	

 わにわにのごちそう(幼児絵本シリーズ)/小風 さち/ぶん/福音館書店	 978-4-8340-22551	

 わらべうたあそび120 -0～5歳児の楽しくふれあう!-(ナツメ社保育シリーズ)/阿部 直美/著/ナツメ社	 978-4-8163-57879	

 わらべうたであそびましょ!/さいとう しのぶ/編・絵/のら書店	 978-4-905015-116	

 心に緑の種をまく -絵本のたのしみ-/渡辺 茂男/著/新潮社	 9784104199013 	

 本・子ども・絵本 :新版/中川 李枝子/著/大和書房	 978-4-479-750482	

[-しかけ本] やまのおんがくか(わらべうたえほん)/水田 詩仙/訳詩/ひさかたチャイルド	 978-4-86549-0121	

大阪市立此花図書館	読書会特別版－私の出合った本－	

  兎の眼 /灰谷　健次郎/著/理論社	 4-652-07153-1	

　スクラップ・アンド・ビルド/羽田　圭祐/著/文芸春秋	 978-4-16-3903408	

　ノラや　（内田百間集成 9　ちくま文庫）/内田　百間/著/筑摩書房	 4-480-03769-1	

 ベトナムの桜/平岩　弓枝/著/毎日新聞出版	 978-4-620-108186	

　火花/又吉　直樹/著/文芸春秋	 978-4-16-3902302	

 自分道/玉岡　かおる/著/角川SSコミュニケーションズ	 978-4-8275-50573	

 若冲/澤田 瞳子/著/文芸春秋	 978-4-16-3902494	

 梅原猛の授業道徳/梅原　猛/著/朝日新聞社	 4-02-257811-4	

　非色 　（角川文庫）/有吉　佐和子/[著]/角川書店	 4-04-126202-X	

 氷点　正/三浦　綾子/著/朝日新聞社	 4-02-253803-1	

 母性/湊　かなえ/[著]/新潮社	 978-4-10-3329114	

 無私の日本人/磯田　道史/著/文芸春秋	 978-4-16-3757209	

 羊と鋼の森/宮下　奈都/著/文芸春秋	 978-4-16-3902944	

　恋歌/朝井　まかて/著/講談社	 978-4-06-2185004	

大阪市立島之内図書
館	

絵本のおたのしみ袋展	

 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/こぐま社	 9784772101196 	

 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/福音館書店	 978-4-8340-14617	

 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/PHP研究所	 978-4-569-689692	

 おかあさんのパンツ 3/山岡 ひかる/作/絵本館	 978-4-87110-1639	

 おつきさまのかぞえうた/新井 洋行/[作]/えほんの杜	 978-4-904188-378	

 パンツのはきかた(福音館の幼児絵本)/岸田 今日子/さく/福音館書店	 978-4-8340-26139	

 わにわにのおふろ(福音館の幼児絵本)/小風 さち/ぶん/福音館書店	 9784834019704 	

 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/佼成出版社	 978-4-333-023844	

大阪市立旭図書館	
この絵本がわたしのツボ！おとなの絵本読
書会	

　『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	 　	

大阪市立住之江図書
館	

あなたがつくる図書館福袋	

「居眠り磐音江戸双紙」シリーズ	 　	

「スカーレット・ウィザード」シリーズ	 　	

『11ぴきのねこマラソン大会』	 　	

『365まいにちペンギン』	 　	

『99のなみだ』	 　	

『ONE PIECE』巻59	 　	

『生きた建築　大阪』	 　	

『イスラム国「世界同時テロ」』	 　	

『茨木のり子詩集』	 　	

『いよう！』	 　	

『おとうふさんのおみまい』	 　	

『おめんです』	 　	

『かあちゃん』	 　	

『海賊とよばれた男』	 　	

『かけおちる』	 　	

『かすていら』	 　	

『からすのパンやさん』	 　	

『感情の整理術』	 　	

『食堂かたつむり』（文庫版）	 　	

『植物図鑑』	 　	

『ぞくぞく村のとうめい人間サムガリー』	 　	

『ぞくぞく村の魔女のオバタン』	 　	

『武揚伝』	 　	

『翼のはえたコーヒープリン』	 　	

『トップアスリートに学ぶ「身代の力」を引き出すメンタルトレーニング』	 　	

『ななつのこ』	 　	

『破戒』	 　	

『バチカン奇跡調査官　黒の学院』	 　	

『ビジュアル世界大地図』	 　	

『火垂るの墓』	 　	

『火垂るの墓』	 　	

『へっちゃらトーマス』	 　	

『間取りで楽しむ住宅読本』	 　	
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