
BOOK FESTA
2017 in KANSAI

まちライブラリー  ブックフェスタ2017 in 関西

4月29日○○～5月28日○土祝 日
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1 5 2ヵ所のブックスポットで2 8 4のイベントを開催！

みんなで
アクション！

#BOOKFESTA429
あなたと本の写真を
投稿しよう！



まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

全国各地の小さな図書館が大集合！運営ノウハウや想いを共有します。

発表ライブラリー一覧（順不同） 当日の内容

マイクロ・ライブラリーサミット2017

オススメ本を持ち寄ってみんなで育てるライブラリー

1冊の本から人生が変わった経験はありませんか？
ラジオでおなじみのDJ加美幸伸さんとともに、「本の力」について、
みなさまからのエピソードなどもいただきつつ掘り下げて行きたいと思います。

テーマにあう本を１冊持ってご参加ください。持参いただいた本はまちライブラリーに寄贈いただきます。
なお、寄贈が難しい場合は遠慮なくお申し出ください。

本を持ち寄るミニイベントが集合。
それぞれが趣味や語り合いたいことをテーマにしています。

日時：4月29日（土・祝） 18:00-19:30
会場：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
参加費：無料（1オーダーお願いします）
ゲスト：塩田武士（作家）、
橋爪紳也（まちライブラリーブックフェスタ実行委員長・大阪府立大学観光産業戦略研究所所長・同大学教授） 他

日時：4月30日（日） 13:00-18:00　※  　 第1ターム（13:15～14:35）　　 第2ターム（14:45～16:05）　　 第3ターム（16:15～17:35）　
会場：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

参加費：500円（最大３つまで参加可・別途追加料金が必要な場合あり）　予約優先・当日参加可
詳細はこちら　http://machi-library.org/where/detail/563/ 

本の力はつながる力

もりの植本祭

もりの大交流会

～あなたと本とのエピソード～
4/29○○土

4/30○日

祝

植本祭カタリストと一緒に、
ピッツァフォルノカフェのおいしいピザを食べながらたのしく交流しよう！
日時：4月30日（日） 18:00-20:00　
会場：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
参加費：3,000円（飲み放題付） ※中高生 1,500円、小学生 500円

場所：大阪府立大学　I-siteなんば（大阪市浪速区敷津東2-1-41南海なんば第１ビル２F）
資料代：1,000円　定員：２００名　申込：machi-library.org
主催：まちライブラリーブックフェスタ2017in関西実行委員会
共催：公立大学法人大阪府立大学
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

・各地の活動発表
・マイクロ・ライブラリーアワード授与式
・ポスターセッション交流会

※内容は予告なく変更の可能性があります。

詳細はこちら　http://machi-library.org

まちライブラリー＠もりのみやキューズモールを見学後、ISへまちライブラリーへ
まちあるきをしながら移動。ISまちライブラリーでは、ブックフェスタを振り返ります。
イベントに参加できなかった方は、この機会に是非ご参加ください。
参加費：1,000円～2,000円程度（ランチ・スイーツ付）
日時：5月28日（日） 11:00-まちライブラリー＠もりのみやキューズモール　14:00-ISまちライブラリー（部分参加可）　
会場：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール＆ISまちライブラリー

4/30○日

5/27○土

その日だけの、一人一箱の古本市を開催。
それぞれの好きな本を集めました。
掘り出しものが見つかるかも？！
日時：4月29日（土・祝）10:00-17:00、30日（日）11:00-17:30
会場：もりのみやキューズモールBASE　BASEパーク（4/30はまちライブラリー前にて）

もりの一箱古本市
4/29○○30○土 祝 日

4/29○○30○土 祝 日

大阪各地の古書店さんの市がたちます。
子ども向けの本や、家族で楽しめる本などがずらっと！
ぜひお気に入りの本を見つけてください。

日時：4月29日（土・祝）30日（日） 10:00-17:00　会場：もりのみやキューズモールBASE セントラルスクエア前
出展：厚生書店・小町書店・寸心堂書店・唯書房

もりのみやの古本展

5/28○日
クロージング
＆体験  本とバルの日

オープニングトーク

11:00-18:30（予定）

もりのみや
キューズモール

BASEで
1日楽しもう！

スペシャル
ゲスト

塩田武士さん

掘り出しモノ
探そう！

オススメの
本を持って
集合！

あんなこと！
こんなこと？！
振り返ろう

第4回

オリジナル
しおり作り
ワークショップ

13:00-17:30
（随時参加可）
主催｜大吉堂

４回目となるマイクロ・ライブラリーサミット
2017は、北海道から沖縄まで全国から想い
のつまった16館のライブラリーが集まります。
その土地ならではのエピソードや、各地で活か
せる取り組みについての話を聞きましょう。

・まちライブラリー＠千歳タウンプラザ（北海道 千歳）
・本庫HonCo （秋田）
・銭湯ふろまちライブラリー （東京）
・まちライブラリー＠三鷹中央通り（東京 三鷹）
・港北あちコチまちライブラリー（横浜 港北）
・まちライブラリー高岡多読（富山）
・かわだ尾花屋まちライブラリー（福井）
・初恋書房～本で遊ぶ企画部～（福井）

・梟文庫（京都）
・まちライブラリー＠龍馬館IN京田辺（京都 京田辺）
・アソートボックス（大阪）
・人文系私設図書館Lucha Libro （奈良 東吉野）
・まちライブラリー＠ほのぼの文庫（兵庫 西宮）
・まちライブラリー@ふくやま病院（兵庫 明石）
・佐賀・古湯温泉／泊まれる図書館「暁」（佐賀）
・まちライブラリー＠水上家（沖縄 那覇）

1 2

関西のサブカルチャーを語ろう
16:15-17:35

“関西のサブカル”をテーマに、開催します。今回のテーマは
「2丁目劇場世代のお笑い、音楽」

カタリスト｜西山保子

サブカル

3

かんたん呼吸ヨガ～ココロもカラダも健康に
16:15-17:35

ヨガで最も重要な「呼吸」にスポットを当ててココロとカラダ
のバランスを整えます

カタリスト｜坂元結（ヨガインストラクター）

ヨガ、呼吸、リラクセーション

3

ボクが気になること
16:15-17:35

この社会にはまだ知らないこと、知らなきゃいけないことがた
くさんあります。それを徹底取材探究し発表し、皆様と語り合
いたい。

カタリスト｜加美幸伸

皆さんも気になっていることについて答えとなるそんな書籍

3

納ぽん（おさぽん）
16:15-17:35

持ち寄った本が納まる風景をみんなで探して撮影します。

カタリスト｜瓜生ゆき

写真に収めたい本

3

大人の賢治・子どものケンジ双六大会
16:15-17:35

宮沢賢治の人生と作品をリンクしたオリジナル双六で遊びな
がら、語り合いましょう。

カタリスト｜谷明子（双六読書会・小さな靴あと）

宮沢賢治に関わる本

3

シンクロニシティ～しるしを辿る旅
16:15-17:35

シンクロニシティが教えてくれる“しるし”の合図を辿り、そこに
隠された意味を一緒に探究してゆきます。
別途1,000円

カ｜中谷香（しるしの読み人 パラディス・アルケミー）

シンクロニシティ

3

「なにわ快道」を歩きませんか
14:45-16:05

「散歩も積もれば旅になる」と、多くのウオーキングコースガイ
ドをつくってきました。申込先着５名には自作地図をプレゼン
ト。

カタリスト｜小西尉司（快道メーカー）

京阪神の観光ガイド本、大阪の歴史本、街歩き地図 等

2

わたし×エール＝スマイル
14:45-16:05

あなたが応援（エール）を送れば、スマイルが生まれる。 あなた
の想うエールの形、シェアしてみませんか！

カタリスト｜澤井将至

あなたが誰かのためになりたいと思って読んだ本

2

直観讀みブックマーカーを作ってみよう！
16:15-17:35

直観で本を開き、偶然、目にした言葉を書き写してブックマー
カーを作ります。あなたの直観力が判ります！

カタリスト｜陸奥賢

積読本・未読本・途中本・挫折本など

3

Beautyナビ フェイス～すっきり小顔
14:45-16:05

美顔・小顔に必要な表情筋のトレーニングやセルフマッサー
ジを行います。

カタリスト｜知念利恵子（Beautyインストラクター）

美容、表情

2

私の90年代RAP
14:45-16:05

ウラなんばの音楽好きフリーペーパー、ニューヒロバ画報の
編集長がRAPを語る。

カタリスト｜蒲田じゅん（ニューヒロバ画報編集長）

あなたの好みのBLACK MUSICの本ならなんでも

2

読書支援サイトRETHACでWeb読書会
14:45-16:05

読書支援サイト「RETHAC」でWeb読書会を開催。 読書会に
向け、RETHACの紹介、課題本の決定等行います。

カタリスト｜RETHAC管理人TOMO

Web読書会で取り上げてほしい本

2

アメリカ野球に触れた日
～元関西独立リーガーの挑戦～

14:45-16:05

波乱万丈の元・独立リーガーがどうやって海を渡り、アメリカ
野球に触れたのか？夢を諦めない男の挑戦！！

カタリスト｜大久保利也・武部義人

スポーツ、健康

2

お魚のちょっと知っとこ！？タコとイカ
16:15-17:35

スーパーでおなじみのタコやイカ。お刺身や焼き、天ぷらなど
でおいしい魚介類で似たような感じやけど、実は・・・！？

現代社会でのストレスをマイナスと捉えるのではなく、ストレス
をエネルギーとして昇華する。ストレスとの付き合い方を共に
考えましょう。

カタリスト｜福田義憲（食育鮮魚士）

魚関係

3

ストレスCheck＆リラクゼーション
14:45-16:05 カ｜加藤哲司（むすびらき理事）東裕美（むすびらき理事）2

Ｇデッドにマーケティングを学ぶな！
13:15-14:35

Summer of Loveから50年。1960年代に花開いたカウン
ターカルチャーを再検証。

カタリスト｜古賀正恭（FM COCOLO）

1960-70年代の
カウンターカルチャーを語るものならなんでも。

人生に正解などない！そして正解が一つとも限らない！
今まで、見えてなかった一面を見つけたい。

スポーツ全般・海外に関するもの
（雑誌・写真集なども大変興味があります！）

健康、アウェアネス、リラックス本、ストレスについての本など

1

海外野球チームを渡り見たこと・感じたこと
13:15-14:35 カタリスト｜山上直輝（野球選手兼任コーチ兼任会社員）1

新しい家の形をのぞこう
14:45-16:05

日本中で生まれているおもしろい挑戦がなされた住宅を、写
真と模型を見ながらのぞいてみましょう。

カタリスト｜永井智樹

住まいに関する本

2

座って腰痛&膝痛体操
13:15-14:35

膝や腰に負担を掛けないために必要なかんたんな運動を椅
子に座ったまま行います。

カタリスト｜玉置裕一（介護予防運動指導員）

腰痛、膝痛、運動、体操

1

今の子どもに必要な運動とは？
13:15-14:35

昔と違う現代の子どもに必要な運動について、年齢別に分か
りやすくお話します。

カタリスト｜堀上智生（こども運動スクールチーフトレーナー）

からだの発達・成長

1

島に生きる 豊島と本と、時々aiko
13:15-14:35

瀬戸内の島に行ったことがありますか？島に生きる人間とし
て、島のあれこれを何でも話します。

カタリスト｜谷川勇人（土庄町立豊島公民館職員）

「島」「瀬戸内」などに関係のある本

1

思い鉄。
13:15-14:35

ローカル列車の中で食べた駅弁の味、夜行列車のサロンカー
での一期一会など鉄道旅行での思い出話を皆で共有しませ
んか？

カタリスト｜山田晃全（旅鉄カタリスト）

鉄道に関係する本

ココロ produced by FMCOCOLO カラダ produced by 東急スポーツオアシス スマイル produced by まちライブラリー

1

1 2 3

マッチボックスアートの紹介と交流
13:15-14:35

マッチの箱大のアート作品です！中に本が製本が入っている
ものもあります。日本ではあまり見ないと思います。

カタリスト｜中村知絵（まちライブラリーアトリエ Tomo）

アート、ものづくり関係の本

1

ウルトラマン好きが「サカナ」を語る？！
13:15-14:35

ウルトラシリーズの話が長くなるのか、魚の話の方が長いの
か、それは誰にもわからない！

カタリスト｜大久保利也（食育鮮魚士）

お魚、食に関する本、特撮

1



for KIDS!
まちライブラリー＠もりのみやキューズモールは、
まちライブラリー、ピッツァフォルノカフェ、キッズコーナー、FMCOCOLOのスタジ
オが併設する新しいスタイルのコミュニティ・ライブラリーです。気持ちがリフレッ
シュされ、ほっと一息つけるリビングのような空間で、飲食を楽しみながら自由に
本を読むことができます。

開館日・時間｜10:00～23:00 カフェの利用、書籍の閲覧が可能（休業はキューズモールの休館日と同じ）
会員登録・貸出及び寄贈の受付｜月・水・木・金11:00～20:00、土日祝休11:00～19:00［定休日 火曜］
住所｜〒540-0003　大阪府大阪市中央区森ノ宮中央二丁目1-70

連絡先｜06-6949-9222

メール｜machilibrary.morinomiya＠gmail.com 

ウェブ｜http://machi-library.org/where/detail/563/

入会
キャンペーン
実施中!

こどもの日にモノポリーで遊ぼう！（モノポリーライト） こどもの日に気軽に世界NO.1ボードゲームモノポリー
を遊んでもらう企画です。原則1ゲームのみ（1時間程
度）・こどもにはスペシャルプレゼントあり！ご当地およびキャラクター　●時間：13:00-16:00　●申込：j_monopoly@yahoo.co.jp　●主催：日本モノポリー協会

パロムロムパとあそぼう☆～えほんのよみきかせ・工作～ “パロムロムパ”がもりのみやにやってくる♪えほんやわ
らべうたをたのしんだあと、かんたんな工作をしてあそ
ぼう！おすすめの絵本、育児書など　●時間：14:00-15:00　●申込不要　●主催：パロムロムパ

ブクブクえほん交換会！ もちよった「えほん」と「えほん」を交換しよう！交換前に、
面白かったところや思い出をみんなに教えてね。誰かと交換したい絵本・児童書　●時間：15:00-16:00　●申込：まちライブラリーfacebook　●主催：明石友貴

まちライブラリー@OIC
本を通じて仲間をつくる「大人のサークル活動」はじめませんか。

今年3年目を迎える「まちライブラリー＠OIC」では、
5/21（日）に「いばらき×立命館デー」と合わせて、
一箱古本市と本を持ち寄るまちライブラリーイベントを開催します。

会場｜〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150
立命館大学大阪いばらきキャンパス 立命館いばらきフューチャープラザ（B棟）1F
交通アクセス｜JR茨木駅 徒歩約5分、阪急・大阪モノレール南茨木駅 徒歩約10分
開館時間｜火～金 10:00-17:30 土10:00-17:00 日月祝休（大学一斉休暇日やその他臨時休館日あり）
連絡先｜立命館大学OIC地域連携課　TEL:072-665-2550
メール｜machilibrary.oic@gmail.com
ウェブ｜http://machi-library.org/where/detail/578/
 OICホームページ http://www.ritsumei.ac.jp/community_a�liations/ibaraki/

（立命館大学大阪いばらきキャンパス）

小説やお子さまでも楽しめる本をはじめ、出店者のみなさんのとっておきの本を集めました。
立命館大学の学生も出店予定！あなたのお気に入りの1冊を探してみてください。

●時間：11:00-15:00　●場所：立命館いばらきフューチャープラザ（Ｂ棟）1階イベントホール

●時間：13:30-14:30　●申込：takiho@chaai.info（先着6名、4/10以降受付） ●時間：11:30-13:30　●場所：まちライブラリー＠OIC屋外スペース　※申込不要

一箱古本市
5/21○日

日本茶のエキスパートである日本茶インストラクターが、
あなたを日本茶の新しい世界へご案内。

日本茶、お茶　●カタリスト：秋保 強　●参加費：500円（お茶とお菓子代）

日本茶新世界！
（いれ方編）

現役パパのオススメの絵本で
お日様のもとで子どもと絵本の世界を楽しみましょう！

絵本　●カタリスト：木下 栄一　●参加費：無料

えほんワークショップ
「絵本で遊ぶ、絵本と遊ぶ、えほん遊牧民」

期間中開催のイベント

こども向けのイベントをいろいろ集めました！ぜひ遊びに来てね！こどもの日スペシャルデー  

版元ドットコム西日本に所属する出版社が、本づくりの舞台裏を披露します。
本を作りたい、出版社をやってみたい方、必見です。

『能の本』（西日本出版社）の監修・コラムを担当した辰巳満次郎さんが、
代表的な能の物語をご紹介しながら、
能の楽しみ方をわかりやすくご紹介します。

●スピーカー：内山正之（西日本出版社代表取締役）、千葉潮（メディアイランド代表社員）、
　島田亘（ブリコルール・パブリッシング 代表取締役）、山川隆之（吉備人出版 代表取締役）　
●日時：5月1日（月） 19:00-21:00（いつもの楽しい二次会あります）
●申込：まちライブラリーfacebook　●主催：版元ドットコム西日本＆まちライブラリー

語る創業者 出版社の始め方

能 楽師 辰巳満次郎さんと楽しむ『能の本』

本をつくるってこういうこと

オススメの本

5/5○○金 祝

5/1○月

5/8○月

いばらき×立命館DAY

同時開催

追加イベントあり！最新情報はウェブまで。マークはそれぞれのテーマに関連した本をみんなで持ち寄るイベントです。

参加費 500円（ドリンク付）

●スピーカー：辰巳満次郎（シテ方宝生流能楽師）
●日時：2017年5月8日（月）19:00～21:00
●申込：まちライブラリーfacebook　●主催：西日本出版社＆まちライブラリー

参加費 2,000円（書籍・ドリンク付）また「能の本」持参の場合500円（ドリンク付）

500円（ドリンク付）

無料

無料（交換したい絵本）

3 4

500円（ドリンク付） 500円（ドリンク付） 500円（ドリンク付）

1500円（ドリンク付） 500円（ドリンク付） 1500円（ドリンク付）

800円（side dish、お菓子とお茶） 500円（ドリンク付）
1500円（ドリンク付）

無料

1000円（アルバム持参）
 or 2000円（アルバム付）

1500円（ドリンク付）

500円（ドリンク付）
500円（ドリンク付）

500円（ドリンク付）

500円（ドリンク付） 500円（ドリンク付）
1500円（ドリンク付）

500円（ドリンク付）

旅する本たち旅立ちの日
4月30日（日）11:00-12:30

本たちが旅立ちます。どんな本たちが、どんなメッセージを持っ
ていくのか、見送りましょう！
申込・問い合わせ｜bukutabi@gmail.com、まちライブラリーFacebook
主催｜ぶくたび舎

旅立たせる本

移民・難民をめぐる文学
5月1日(月)14:00-15:30

移民や難民の文学について意見交換しませんか？「移民をめ
ぐる文学フェア」のリストをきっかけにお話したいです。
申込・問い合わせ｜fwht6821@mb.infoweb.ne.jp
主催｜(公社)アムネスティ・インターナショナル日本152G

移民・難民、またはおすすめ本

モノポリーナイト
5月5日（金祝）16:30-19:00

夜は大人、中上級者向けのモノポリーナイトです。チャンピオ
ンをはじめとする経験豊富なベテランプレーヤーがお教えし
ます。原則1ゲームのみ（1時間程度）
申込・問い合わせ｜j_monopoly@yahoo.co.jp
主催｜日本モノポリー協会

ご当地およびキャラクター

読書会「秘密の花園」
（人生に影響を与えた本シリーズ）

5月5日（金・祝）17:00-19:00

人生に必要なこと『幸せな気持ち』を感じ『感性の成長』等を
体感して頂く読書会。
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

秘密

空間は出来事だ！
ピクニックをデザインしようの会
5月7日（日）17:00-18:30

場所・料理やラグなどを一からデザインしたピクニック空間を
つくりませんか。アイデアをお持ち寄り下さい♩
申込・問い合わせ｜hiroyonogi@gmail.com
主催｜野木洋代

デザイン、建築、料理などピクニックに役立ちそうな本

読書会「白隠に学ぶ」
（人生に影響を与えた本シリーズ）

5月10日（水）13:00-15:00

よりよく生きるために『呼吸法』『内観法』『健康法』等　『禅定
のテクニック』を学ぶ読書会。
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

呼吸法・健康法

木曜日にお茶を飲もう♪（セイロンティー）
5月11日（木）18:30-20:00

木曜日に、ゆるゆるお茶を飲んで、お喋りする会です。
申込・問い合わせ｜takiho@chaai.info
主催｜秋保 強(日本茶インストラクター)

ご自身オススメの本

大阪のブランド戦略を考える
5月12日（金）18:30-20:00

大阪のブランドとは何か？水都や万博、文学までさまざまな角
度から掘り下げます。
申込・問い合わせ｜まちライブラリーfacebook
主催｜正木裕（大阪府立大 講師）

大阪

自分で奇跡を起こす読書会
（人生に影響を与えた本シリーズ）

5月12日（金）18:30-20:00

「自分で奇跡を起こす方法~読むだけで人生が変わる真実の
物語」を体感して頂く読書会。
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

奇跡

おはなし会サポーターによる
えほんよみきかせの会
5月14日（日）11:00-11:30 / 15:00-15:30

季節折々の話題や手遊び、パネルシアターなどなど盛りだくさ
んの内容でお届け！赤ちゃんから大人まで、楽しめますよ。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜おはなし会サポーター

アルバムカフェVol．19      
5月17日（水）13:00-14:30

思い出の写真をマスキングテープやシールで飾り、写真の事
を語りながら、オリジナルアルバムを作りませんか？
申込・問い合わせ｜まちライブラリーfacebook
主催｜小清水典子（富士フイルムイメージングシステムズ（株）認定アルバム大使）      

思い出、写真に関する本      

読書会「子供の脳は肌にある」
（人生に影響を与えた本シリーズ）

5月19日（金）18:30-20:00

「思いやりのある子に育って欲しい」と願っている方のための
「身体心理学」入門読書会
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

思いやり

弾いて！うたって！ウクレレを楽しむ会
5月20日(土)18:00-19:00

ウクレレをみんなで弾いて、季節の歌をうたって楽しみます。
（楽譜はこちらで用意します）      
申込・問い合わせ｜まちライブラリーfacebook
主催｜松田進次      

おすすめの本（ウクレレ関連の本だと嬉しいです）

アーティストの話を聞いてみよう！
with ポートフォリオ
5月21日（日）11:15-13:00（受付11:00-）

アーティストに活動と作品を発表頂き、アートムーブ主宰者：
山下裕子先生と共にアートの魅力に迫ります。
申込・問い合わせ｜まちライブラリーfacebook
主催｜カタリスト：大畑 元彦　主催団体｜一般社団法人日本アートふるなび芸
術協会、PCアート振興会議

アーティストポートフォリオ、アートに関する本（アートブック・絵本など）

Web読書会を振り返る、そして次の読書会へ！
5月21日（日）17:00-19:00

読書支援サイト「RETHAC」でのWeb読書会を振り返ります。
Web読書会に参加できなかった方も歓迎です！
申込・問い合わせ｜goodbook@rethac.com
主催｜読書支援、本のQ&Aサイト「RETHAC」管理人　TOMO

Web読書会で取り上げてほしい本

ストップ!児童労働
5月26日(金)14:00-15:30

世界の児童労働について考えます。児童労働をなくすための
アクションにも参加します。
申込・問い合わせ｜fwht6821@mb.infoweb.ne.jp
主催｜(公社)アムネスティ・インターナショナル日本152G

児童労働、フェアトレード、またはおすすめ本

誰も知らなかった古代史
5月26日（金）18:30-20:00

当たり前と言われていたけれど、一寸考えれば「おかしいん
じゃないか」と思われる古代の歴史について考えます。
申込・問い合わせ｜まちライブラリーfacebook
主催｜正木裕（大阪府立大学 講師）

歴史関係

読書会プレゼンテーションZEN
（人生に影響を与えた本シリーズ）

5月27日（土）17:00-19:00

人を惹きつけるための『伝え方の成長』読書会＆井戸垣潤さ
ん（TEDxOsakaU スピーカー）の体験談。
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com
主催｜connector book club

プレゼンテーション

旅する本たち帰還の日
5月28日（日）時間未定（ウェブ参照）

旅する本たちは、１ヵ月間でどんな旅をしたのでしょう？関係
した人、関心を持ってくれた人、みんなで旅を振り返ろう！
申込・問い合わせ｜bukutabi@gmail.com  
主催｜ぶくたび舎

旅立たせる本
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