
まちライブラリー ブックフェスタ 2017 in 関西
まちライブラリーブックフェスタ2017in関西は、民間図書館“まちライブラリー”、公共図書館や博物館、書店など関西に点在する
ブックスポットをめぐり、本を介して人と人との出会いを生み出す新しいタイプの地域イベントです。ブックスポットでは、トークやワー
クショップなど様々なアクティビティが開催され、参加者が推薦した本を紹介するコーナーなどもあります。
さぁ！本を持ってまちに出よう！思いもよらない本と人との出会いがあなたを待っています。

　  のイベントでは、テーマに応じた本を持ち寄りイベントに参加します。
本の紹介をきっかけに参加者との交流が深まります。持ち寄った本は、メッセージを付けてブックスポットに寄贈します。（図書館・書店を除く）

スタンプラリーカード（別紙）に、自分だけのブックフェスタ記録を作ろう！訪れたブックスポット、参加したイベントを記入
してスタンプを押してください。
スタンプを10個以上集めた方には、「まちライブラリーブックフェスタマイスター」として表彰！本やグッズなどの景品をプ
レゼント！（なくなり次第終了）

イベントに参加するだけでなく、その様子をみなさんに報告しませんか？ブックフェスタ公式レポーターを募集しています。
１つのイベントから、参加いただけます。
レポーター希望の方は、［氏名］［連絡先電話番号、メールアドレス］［参加予定イベント（複数可）］をお書きの上、
machi.bookfesta@gmail.com宛にお送りください。事務局から詳細をご連絡いたします。

まちライブラリーFacebookにイベント・レポートをUPしよう！
ブックフェスタ・公式レポーター募集中

スタンプラリーに参加しよう

本を持ってイベントに参加しよう

※事前に申込が必要なものが多数あります。まちライブラリー Faebookイベントページにて参加料金など詳細をご確認の上、事前にお申込みください。

※景品の引き換えは、まちライブラリー@もりのみやキューズモール事務局まで。郵送可。

まちライブラリー  ブックフェスタ2017 in 関西　開催概要

まちライブラリー  ブックフェスタ2017 in 関西　パンフレット
発　行 一般社団法人まちライブラリー　〒540-0037 大阪市中央区内平野町2-1-2 アイエスビル3F
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お問い合わせ先

まちライブラリーFacebook まちライブラリーweb

電  話

メール
06-6949-9222 （まちライブラリー＠もりのみやキューズモール事務局）　※月・水・木・金　11:00-20:00，土日祝　11:00-19:00

machi.bookfesta@gmail.com

有志企画

本を読む時間は至福（４２９）の時間！
4月 2 9日（ 土・祝 ）のオープニングに合わせて、
「#BOOKFESTA429」をつけてあなたと本の写真をSNS

（ツイッター、フェイスブック、インスタなど）に投稿しよう！
オススメの本でも、今読んでいる本でも大歓迎。
関西あちこちのブックスポットにて１日に何冊投稿される
のか？！みんなでチャレンジ！

お気に入りの本にメッセージをつけて、手から手へと旅を
させます。
事前に登録いただいた旅をする本は50冊。各ブックスポッ
トを中心に4/29に旅立ちます。そんな本を偶然にも手にし
た人は、感想を添えて、次の人のもとへと旅させてくださ
い。本たちを休憩させたい時は、協力ブックスポットへ。
そして、人から人へと渡っていく旅の様子は、WEBで確認
できます。
https://tabihon.jimdo.com/

主催：ぶくたび舎

旅する本たち

みんなでアクション！
#BOOKFESTA429
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『Paris by Night』

開館時間： 要予約
住所：大阪市中央区北浜1-1-18 忠治郎ビル3階
問合せ：06-6231-6710

『100万回生きたねこ』

開館時間：火水木金  12：00-19：00（ナイトライブラリー時は20:00）
住所：大阪市中央区道修町4-7-11 DHBビル4・5F
問合せ：06-6210-1967

『今井3×3』

開館時間：平日10:00-20:00　土  10:00-16:00
住所：大阪市天王寺区東高津町12-10 大阪市立社会福祉センター1階  
問合せ：06－6765－4041　ocvic@osakacity-vnet.or. jp

『くまとやまねこ』

開館時間：平日 9：00-17：00
住所：大阪市東淀川区豊新4-26-3
問合せ：06-6328-2112

『ぴょーん』

開館時間：火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月第3木休
住所：大阪市東成区大今里西3-2-17
問合せ：06-6972-0727

『からだと心を整える「食養生」』

開館時間：11:00-14:00／18:00-22:00（水日休）他、不定休
住所：茨木市駅前１丁目3-9 2階
問合せ：072-648-5950

『あきない世傳 金と銀』

開館時間：平日9：00-24：00　日・祝10：00-23：00　年中無休
住所：尼崎市東園田町9-16-8
問合せ：06-6493-7761

『西宮市立小学校連合体育大会 50年誌』

開館時間：10:00-18:00　火休（祝日の場合は開館）
住所：西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園２F
クリエートにしのみや内　問合せ：0798-41-7676

『Swingy Days』

開館時間：不定期
住所：京都市北区上賀茂今井河原町10-71
問合せ：fukuroubunko.kyoto@gmail .com

動物や植物関連の本など

開館時間：火水金日 10:00-18:00頃（不在の場合あり）
住所：大和高田市昭和町3-30
問合せ：0745-52-1949

『かみさまとよいこ』

開館時間：10:00-16:00（要事前問合せ）
住所：大阪市中央区船越町1-5-1サンゼンハイツ３A
問合せ：080-5547-6115

『BIG ISSUE JAPAN（バックナンバー）』

開館時間：月-土9:30-18:00日祝休
住所：大阪市浪速区木津川2-3-8
問合せ：06-6562-0410　o�ce@adash.or. jp

『サイクリング・ユートピア フランク・パターソン画集』

開館時間：10:00-20:00 月休
住所：大阪市北区中之島2丁目3－18 中之島フェスティバルタワー  1F 
Festival Plaza　問合せ：06-6223-2626

『エイサーだいこでちむどんどん』

開館時間：火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月第3木休
住所：大阪市大正区千島2-6-15
問合せ：06-6552-1116

『月村了衛の『機龍警察』シリーズ』

開館時間：イベント開催時（Googleカレンダーで確認）
住所：大阪市北区中津3-18-22
問合せ：非公開

『“Creating Handmade Books” 

開館時間：10:00-17:00の間で要相談
住所：南河内郡河南町大宝2丁目22-2
問合せ：090 8142 7707

『ともだちのつくりかた』

開館時間：10:00-20:00
住所：西宮市甲子園六番町2-9
問合せ：0798-61-1717

『オリジナル小冊子「ｚｉｎｅ」』

開館時間：平日9:00-20:00、土日祝9:00-18:00　月休
住所：伊丹市宮ノ前3-7-4
問合せ：072-784-8170（tel)／072-784-8169(fax）

『いただきます』

開館時間：月 10:00-15:30 （夏休み有）
住所：京田辺市興戸久保17
問合せ：090-6758-5212

『奇怪ねー 一個日本女生眼中的台湾』

まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ

小さなお庭と猫の図書館

ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC（大阪市ボランティア・市民活動センター）

よどまちライブラリー

大阪市立東成図書館

まちライブラリー＠巡りごはん いろは

ダイハン書房本店

西宮流まちライブラリー

梟文庫

まちライブラリー＠大和高田はるえ文庫

まちライブラリー＠イチハチ

まちライブラリー＠Ａ′ワーク創造館

LIFE CREATION SPACE OVE 中之島

大阪市立大正図書館

まちライブラリー＠中津ぱぶり家

まちライブラリー＠アトリエTomo

リトル書房まちライブラリー

伊丹市立図書館ことば蔵

まちライブラリー@龍馬館 in京田辺

ビーハイヴ  ホステル 大阪

開館時間：16:00-23:00
住所：大阪市中央区南船場1-8-17
問合せ：070-5663-9606

デサキのライブラリーにはこんな本が似合うと寄贈してくださった
ブラッシャイの「Paris by Night」という少し古い時代の写真集です。

非売品で、まちライブラリーだからこそ出会うことができた本。
五七五でとても読みやすい。

シュレ司書イチオシ！大人にも子供にも猫にも読んで欲しい！
みなさんは「しろねこ」に出会っていますか？

ホームレスの人々の自立を応援する雑誌、BIG ISSUE JAPANが、
絶版となっている創刊号も含め100冊以上揃っています！

ふらフラ図書館員の顕在家はるさんが作成した『今井3×3』。
古都の息吹を感じに、ふらフラっとよーおこし♪

自転車のある風景のペン画集です。今年は自転車誕生200周年。
銀輪が紡ぐ暮らしと自然を本でお楽しみください。

死を受け止め悲しみを抱えつつ前を向くプロセスが描かれた絵本。
いのちを支える看護師からの贈り物。

沖縄のお祭「エイサー」がどーんととびだす絵本になってます。
うちなーぐち（沖縄言葉）と、日本語と英語3つの言葉で楽しめるよ！

眺めのいい図書館(8階です)で、カエルやウサギと一緒に『ぴょーん』！
お子さんと一緒に楽しめる絵本です。

中津ぱぶり家を訪れる人はなぜか月村了衛『機龍警察』シリーズを
薦められ、ファンになった人も多いです。

健康のために大切なものは「心」の状態。食より大切な思考と実践に
ついて 読みやすく書かれた本です。

イチオシ本などを使って、
簡単な製本、お絵かきのワークショップも検討しています。

新刊が出ると、髙田さんご本人がフラッとサイン本を作りに来てくだ
さいます。サイン本が手に入るかも！？

「友達は一生の宝物です」　たかいさんがこの本に込めた思いに深く
共感、より多くの子供達に読んでもらいたい。

西宮が舞台の漫画本から、有名作家の書く西宮が出てくる小説まで
西宮に関する本を取り揃えています。

ことば蔵開催のワークショップで完成した作品を展示。今までの人生
を綴ったzineや小学生が作った漫画のzineなど、ぜひご覧ください。

福祉の常識を覆す！NPO法人スウィングの愉快な日々が綴られた
「Swingy Days」吹き出し注意！

地元の絵本作家、玉城さんが沖縄本島読谷村であったお話をもとに
して、生まれました。沖縄本島でしか手にはいりません。

亡き妻が残した動物や植物関連の本だけでなく、
最近はやりの本もあります。在宅の場合は家の中もみていただけます。

日本人の目から見た台湾の不思議な日常を，面白おかしく且つ愛情
たっぷりに描いた一冊です。

by Alisa Golden』

あちこちブックスポットにはどんな人がいて、どんな本があるのかな？
みなさんに見てもらいたいイチオシ本を各スポットの方にご紹介いただきました！
スタンプラリーも開催しているので、ぜひ見学に行ってみてください。

こ の 本 見 に 来 て！あ ち こ ち ブ ッ ク ス ポ ット の イ チ オ シ 本 紹 介 ！

ほんミテ
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