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無料

あかし市民図書館

展示

豊中市立高川図書館

展示

豊中市立千里図書館

展示

茨木市立中央図書館

無料

伊丹市立図書館ことば蔵

展示

豊中市立千里図書館

無料

伊丹市立図書館ことば蔵

300円
（ドリンク付）

参加無料
（飲食費別途）

あしや市民活動センター　リードあしや

みんなのまちぼん

無料
参加型

茨木市立水尾図書館

無料

無料

無料

古書　みつづみ書房

神戸市立兵庫図書館認知症ライブラリー

無料

伊丹市立図書館ことば蔵

500円

古書　みつづみ書房

展示

古書　みつづみ書房

まちライブラリー　アトリエ　トモ

500円
（ドリンク・お菓子代）

参加型展示

無料

伊丹市立図書館ことば蔵

ご来館いただいた方とMeanwhile in San Francisco - 
The City in Its Own Wordsを読みます。
申込・問い合わせ｜tomoenk6@gmail.com
主催｜まちライブラリー　アトリエ　トモ

旅行、アート

本を手にゆるゆるおしゃべりの会＠あしや

住所｜芦屋市公光町5-8
問い合わせ｜booktalksmile@gmail.com
開館時間｜イベント時のみ

5月14日（月）13:00-15:00

古書とクラフト＆アートの市
猪名野神社の市

明石の地酒や限定カクテルを片手に、お気に入りの本につい
て語り合う一夜限りのイベントです。
申込・問い合わせ｜https://www.facebook.com/parklifeakashi/
会場｜みんなのまちぼん※庭園内移動の可能性あり
主催｜みんなのまちぼん

まちぼんBar

好きな人に渡したい本

住所｜明石市明石公園1-27　TTT内
問い合わせ｜078-917-0091
開館時間｜11:00-21:00

5月24日（木）19:00-20:30

持ち寄り読書会&交流会「本と食の物語」を神戸で開催。
申込・問い合わせ｜eleven1974@hotmail.com
会場｜JR神戸、元町駅「東改札口」集合
住所｜JR神戸、元町駅～三ノ宮周辺
主催｜「本と人の物語」一般社団法人ワオンプロジェクト

「読書会&交流会」本と食の物語5月

好きな本

5月9日（水）20:00-22:00

毎年好評のぬいぐるみのおとまり会です。（要事前申し込み）
申込・問い合わせ｜078-918-5800
主催｜あかし市民図書館

ぬいぐるみのおとまり会

住所｜明石市大明石町1-6-1　パピオスあかし4階
問い合わせ｜078-918-5800
開館時間｜平日10:00-21:00　土日祝10:00-19:00

5月3日（木・祝）※ぬいぐるみのおむかえは6日 11:00-12:00

レナード・バーンスタイン生誕100年を記念し、レコードと資
料の展示・試聴をおこないます。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
会場｜高川図書館ぶらりあん
住所｜豊中市豊南町東1-1-2
主催｜豊中市立高川図書館

高川図書館レコード展　バーンスタインとその時代

住所｜豊中市豊南町東1-1-2
問い合わせ｜06-6334-6901
開館時間｜月水10:00-19:00　火木土日10:00-17:00、5/2-4,金休

4月28日（土）～5月10日（木）（金、5/2～4休）開館時間中

今までに開催したビジネスゼミナールでの紹介本を展示しま
す。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜豊中市立千里図書館

Bゼミでこんな本紹介しまし展

住所｜豊中市新千里東町1-2-2
問い合わせ｜06-6831-0225
開館時間｜火～金10:00-20:00　土日月祝10:00-17:00、5/25休

4月28日（土）～5月27日（日）開館時間内

図書館で職場体験をした中学生がおすすめ本を紹介してくれ
ました。その本をおすすめ文とともに展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜茨木市立中央図書館

中学生がおすすめする本を読んでみよう！

住所｜茨木市畑田町1番51号
問い合わせ｜072-627-4129
開館時間｜第1月、土日祝9:30-17:00　火水木金9:30-20:00

4月28日（土）～5月27日（日）開館時間内

原稿用紙10枚以内の自作の文章（短編小説、詩、エッセイな
ど）を持ち寄り、読みあって意見を交換します。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜伊丹市立図書館ことば蔵

いたみ文芸ことそうし

住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜TEL072-784-8170　FAX072-784-8169
開館時間｜火～金9:30-20:00　土日祝9:30-18:00　月休

5月12日（土）13:00-14:30

10代のみなさんにおすすめ本を特集展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜豊中市立千里図書館

YAおすすめ本特集

住所｜豊中市新千里東町1-2-2
問い合わせ｜06-6831-0225
開館時間｜火～金10:00-20:00　土日月祝10:00-17:00、5/25休

4月28日（土）～5月27日（日）開館時間内

「変」をテーマに本を持ち寄ったバトラー（発表者）が書評合
戦し、観衆の投票でチャンプ本を決定します。
申込・問い合わせ｜申込不要（発表希望者は要事前申込）072-784-8170
主催｜伊丹市立図書館ことば蔵

知的書評合戦ビブリオバトル
テーマ「変」

住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜TEL072-784-8170　FAX072-784-8169
開館時間｜火～金9:30-20:00　土日祝9:30-18:00　月休

5月19日（土）14:00-15:00

まちライブラリー＠巡りごはん いろは

住所｜茨木市駅前1丁目3-9　2階
問い合わせ｜072-648-5950
開館時間｜11:00-15:00（L.O14:00）18:00-20:00（L.O19:30）（夜は木金の
み）他不定休

かすがプラザコープ
西神まちライブラリー

住所｜神戸市西区春日台3-3
問い合わせ｜090-9684-2066
開館時間｜イベント時のみ

観光交流施設きらめきファクトリー
（まちライブラリー＠とんだばやし）

住所｜富田林市本町19-8
問い合わせ｜0721-24-5500／info@tonkira.jp
開館時間｜10:00-21:00

大阪府大高専「はこライブラリー」

住所｜寝屋川市幸町26-12　大阪府立大学工業高等専門学校
問い合わせ｜072-820-8586（鯵坂研究室 直通）
開館時間｜＊未定（調整中、概ね12:30-13:30の予定）

住所｜茨木市水尾三丁目3-18
問い合わせ｜072-637-4416
開館時間｜月土日祝9:30-17:00　水木金9:30-20:00

あなたがおすすめする本を葉っぱのカードを書いて、おすすめ
本の木をみんなで育てましょう！
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜茨木市立水尾図書館

みんなで大きくそだてよう！
おすすめ本の木
4月28日（土）～5月27日（日）開館時間内

住所｜伊丹市宮ノ前3丁目1-3　浅岡ビル1F
問い合わせ｜info@mitsuzumi-shobo.com
開館時間｜火～金13:00-20:00　土11:00-20:00　日曜11:00-17:00　月・祝休

住所｜神戸市兵庫区駅南通5-1-1　キャナルタウンイースト2F
問い合わせ｜078-682-9501
開館時間｜火～土10:00-20:00　日祝10:00-18:00

住所｜兵庫県たつの市龍野町本町４７ 
問い合わせ｜NPO法人播磨オレンジパートナー 090-9279-6078（担当細江） 
開館時間｜イベント時のみ 

念願の24時間営業をします。深夜の古書店で素敵な本と出
会ってください。※泥酔状態での入店はかたくお断りします
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜古書　みつづみ書房

テーマに沿った本を持ち寄り、参加者同士が紹介しあうイベ
ントです。（https://oishiidokusyokai.jimdo.com/）
申込・問い合わせ｜booktalksmile@gmail.com（要予約）
主催｜美味しい読書会～ワッタガッタ～

深夜の古書店　
【古書みつづみ書房　24時間営業】

5月19日（土）10:00-翌日（5/20）10:00

5月17日（木）9:00-16:00

住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜TEL072-784-8170　FAX072-784-8169
開館時間｜火～金9:30-20:00　土日祝9:30-18:00　月休

自分が大好きな本のPOPを手作りして、本と一緒に展示しま
す。
申込・問い合わせ｜要事前申込・問合せ下記（小中学生対象・先着15人）
主催｜伊丹市立図書館ことば蔵

あなたの好きな本をPOPでオススメしよう
5月6日（日）13:30-15:30

住所｜伊丹市宮ノ前3丁目1-3　浅岡ビル1F
問い合わせ｜info@mitsuzumi-shobo.com
開館時間｜火～金13:00-20;00　土11:00-20;00　日曜11:00-17:00　月・祝休

19世紀末イギリスの画家オーブリー・ビアズリーの作品を展
示のギャラリートークを開催します。
申込・問い合わせ｜info@mitsuzumi-shobo.com
主催｜オーブリー・ビアズリー文庫

魅力ある古書店による古本市と作家・クリエイターの作品・オ
リジナル性のある雑貨などによる手づくり市です。開催当日、
トークイベントも予定（ゲスト、内容未定）
申込・問い合わせ｜申込不要・090-8197-9930
info@mitsuzumi-shobo.com（古書みつづみ書房）　http://inano-ichi.com/
会場｜猪名野神社（伊丹市宮ノ前3-6-4）
主催｜猪名野神社の市実行委員会

認知症について
大人も子供も紙芝居で学ぼう！
5月26日（土）10:00-15:00

認知症ライブラリー見学と認知症についての紙芝居の読み
聞かせを行います。
申込・問い合わせ｜申し込み不要（見学・1回の紙芝居鑑賞につき定員10名程） 
主催｜NPO法人播磨オレンジパートナー

オーブリー・ビアズリー展vol.9
ギャラリートーク
5月12日（土）13:30-15:00

住所｜伊丹市宮ノ前3丁目1-3　浅岡ビル1F
問い合わせ｜info@mitsuzumi-shobo.com
開館時間｜火～金13:00-20:00　土11:00-20:00　日曜11:00-17:00　月・祝休

19世紀末イギリスの画家オーブリー・ビアズリーの作品を展
示します。
申込・問い合わせ｜申込不要　info@mitsuzumi-shobo.com
主催｜オーブリー・ビアズリー文庫

オーブリー・ビアズリー展vol.9
5月12日（土）～5月19日（土）みつづみ書房の営業時に準ずる

住所｜南河内郡河南町大宝2丁目22-2（自宅）
問い合わせ｜090-8142-7707／tomoenk6@gmail.com
開館時間｜10:00-17:00（要相談）

サンフランシスコのイラスト本を読む
（他希望によって対応します。）

4月28日（土）～5月27日（日）要相談

まち

兵庫県

EVENT SCHEDULE

としょこちゃんとひょうごクイズラリー

公式キャラクター“としょこちゃん”と兵庫区クイズに答えよ
う！
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜神戸市立兵庫図書館

4月24日（火）～5月27日（日）
火～土10:00-20:00 日祝10:00-18:00

「おすすめの絵本」をテーマに本を持ち寄り、本の紹介を通し
て交流します。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜伊丹市立図書館ことば蔵

おすすめの絵本

住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜TEL072-784-8170　FAX072-784-8169
開館時間｜火～金9:30-20:00　土日祝9:30-18:00　月休

おすすめ本の交換会 カエボン部
テーマ「おすすめの絵本」
5月10日（木）10:30-12:00

まちライブラリー
ブックフェスタファン
塚中さんに聞いてみた！

-たくさんご参加いただいてますがまちライブラリーブックフェスタ（以
下ブックフェスタ）の魅力はなんですか？
イベントでの出会いが、実際に次につながっていくことだと思います。
一箱古本市で出展ブースが近かった方から面白いイベントを教えて
いただいたり、同じイベントの参加者だった方と共通の知り合いがい
たりと嬉しい出会いが続いています。「本を介する」ことで興味のある
分野が見えやすく、広がりやすいと感じています。
まちライブラリーのイベントに最初に参加したときは「本を持ち寄る」
ことの意味がよくわからなかったのですが、口下手な自分もしゃべり
やすく、相手のこともよく分かることを実感しました。書店で本を販売
していたときにはあまり意識していませんでしたが、本が「つながるツー
ル」になることを感じました。

-参加の醍醐味やこういうふうに参加すると面白いかもという視点が
あれば教えてください。
ブックフェスタの面白さは、主催者と参加者の境界が曖昧なことだと
思います。だから自分も構成員の一人であるような意識をを持ってい
ます。関わり方は人それぞれだと思うので、お祭りをつくる一人として
自分にできることで参加してみるとより楽しめるかもしれません。ちな
みに私は本関係の知り合いが多いのでブックフェスタの情報を届け
ようとパンフレットを持ち歩き知り合いに手渡ししています。

（聞き手・文：事務局 奥井希）

一番遠いところ「徳島」から参加する理由
依岡さんに聞いてみた！

-2015年より徳島からブックフェスタに参加していただいている理由
は？
2014年に大阪で開催されたイベントの様子をみて、徳島でも何かで
きるかもと思い、「ビブリオラボとくしま」としてまちライブラリー登録
をしました。月1回読書会のイベントを開催しています。ブックフェスタ
は案内があり、せっかくなので参加してみようと思いました。

-継続して参加されているのはなぜ？
初回（2015年）は、パンフレットを見て大阪から来られた人もいて驚
いたのですが、その後は地元が中心で来られています。今回はまちラ
イブラリーを主宰されているカフェとのコラボ企画として一箱古本市
とミニイベントを開催します。これも継続することで、関係性もできて
きたからと思っています。

―これからのブックフェスタに期待することはありますか？
徳島にもいくつかまちライブラリーができつつあり、今後もブックフェ
スタをきっかけに連携できたらと思っています。それぞれの土地にあ
わせた形で、つながりが拡がっていけば面白いのではないかと思って
います。

（聞き手・文：事務局 奥井希）



「在日コリアンの歴史を歩く 未来世代のためのガイドブック」

開館時間： 水木金10:00-17:00　土11:00-17:00　祝休
 詳細http://tyettyari.blog.fc2.com/
住所：大阪市天王寺区味原町13-10　アップルグリーンビル2F
問合せ：info@key-j.net

KOREAN BOOK CAFE ちぇっちゃり

地域、個人、ミクロの視点から在日コリアンの歴史を学べる本です！
歴史と今を体感できる一冊です。

「薬になる食べもの」

開館時間： 11:00-15:00（L.O 14:00）
 18:00-20:00（L.O 19:30）（夜は木金のみ）他不定休
住所：茨木市駅前1丁目3-9　2階
問合せ：072-648-5950

まちライブラリー＠巡りごはん いろは

昔から伝わる“おばあちゃんの知恵”が、より詳しく綴られています。
これも漢方の養生なんだ！と納得の一冊。

「Fが通過します」

開館時間： 12:00-19:00（火休・他不定休）
住所：大阪市北区中崎西4丁目1-7 グリーンシティ205号
問合せ：yo_kai_yf6@me.com

まちライブラリー＠ぎゃらりーウォーター・ベア

特に役に立つわけではないけど面白いアイデアが満載です。
細長いわけは・・・見に来てください。

「ばあばは、だいじょうぶ」

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

よどまちライブラリー

植本いただいた気持ちがほっこりする絵本。
こどもからお年寄りまでやさしい気持ちはつながります。

「ちびすけどっこい（わらべうたえほん）」

開館時間： 火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00
月曜・第3木休
住所：大阪市城東区中央3-5-45
問合せ：06-6933-0350

大阪市立城東図書館

城東区に一時期国技館があった！ことから相撲の本を充実させて
います。赤ちゃんから楽しめるすもう絵本で「はっけよーい のこった」。

「全196カ国おうちで作れる世界のレシピ」

開館時間： 火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00
 月曜・第3木休
住所：大阪市中央区島之内2-12-31
問合せ：06-6211-3645

大阪市立島之内図書館

世界の料理を「おうち」でも！
スーパーの材料で手軽に作れるレシピ本。晩ごはんのお悩み解決に！

「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 

まちライブラリー＠大和高田はるえ文庫

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。 

「てんまのとらやん」

開館時間： 火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00
 月曜・第3木休
住所：大阪市淀川区新北野1-10-14
問合せ：06-6305-2346

大阪市立北図書館

天満に住む「とらやん」が繰り広げる奇想天外な大旅行。
大阪ことばとコミカルな版画の絵も楽しい絵本です。

「台湾生まれ日本語育ち」

開館時間： 16:00-22:00
住所：大阪市中央区南船場1-8-17
問合せ：beehivehostelosaka@gmail.com

まちライブラリー＠ビーハイブホステル大阪

国際社会を実感する日々の中、国籍や言語にとらわれず、
純粋に相手を知ることを楽しんで人と接したいと思った本です。

「漂流物」

開館時間： 10:00-21:00
住所：大阪府富田林市本町19-8
問合せ：0721-24-5500／info@tonkira.jp

観光交流施設きらめきファクトリー（まちライブラリー＠とんだばやし）

独特の世界感にあっとゆうまに引き込まれる文字のない絵本。
大人も楽しめる作品です。

「はこライブラリー」

開館時間： 未定（調整中、概ね12:30-13:30の予定）
住所：大阪府寝屋川市幸町26-12 大阪府立大学工業高等専門学校
問合せ：072-820-8586（鯵坂研究室 直通）

大阪府大高専「はこライブラリー」

府大高専では、お気に入りの本を丸ごと持ち運べる素敵な本箱
「はこライブラリー」を作ってま～す！

ほんミテ
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！
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無料

奈良県立図書情報館

無料

生駒市図書館

ビブリオラボとくしま
500円

（1ドリンク付）

本好きな人が集まって、それぞれのオススメ本をPRする、ビブ
リオバトル。テーマ等はウェブサイトでご確認下さい。
申込・問い合わせ｜http://www.library.pref.nara.jp
主催｜奈良県立図書情報館ビブリオバトル部
共催｜奈良県立図書情報館

参加型知的書評合戦 ビブリオバトル#90

未定

住所｜奈良市大安寺西1-1000
問い合わせ｜0742-34-2111／http://www.library.pref.nara.jp/content/info
開館時間｜9:00-20:00（見学可能）（対応が必要な場合は13:00-16:00）

主催｜ぶくたび舎

5月19日（土）13:30-（13:00開場）

発表者がおすすめの本を紹介し、皆で一番読みたくなった本
を決めるイベントです。
申込・問い合わせ｜生駒ビブリオ倶楽部HP https://ikomabiblio.jimdo.com/
生駒市図書館0743-75-5000
会場｜生駒市図書会館　主催｜生駒市図書館

ビブリオバトルinいこま　テーマ「色」

色

住所｜奈良県生駒市辻町238
問い合わせ｜0743-75-5000
開館時間｜イベント時のみ

5月27日（日）14:30-16:00

レオニダスまちライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本2-8-3
問い合わせ｜078-414-5338／leonidas.kobeokamoto@wonder.ocn.ne.jp
開館時間｜11:00-19:00　水休

神戸市・岡本商店街には、お店ごとにテーマにわかれた本が
置いてあります。テーマはお店にちなんだものから、オーナー
の趣味まで様々です。
※岡本まちライブラリーのスタンプラリースポットは、「好文園まちライブラ
リー」のみですのでご注意ください。

岡本まちライブラリー
喫茶と和菓子のお店です。

まちライブラリー＠娑羅樹

住所｜神戸市東灘区岡本2-2-27
問い合わせ｜078-412-5152／saraju@able.ocn.ne.jp
開館時間｜14:00-17:00

紅茶を農作物のように大切にいただく専門店です。ベルギーチョコレートの専門店です。

まちライブラリーat mahisa

住所｜神戸市東灘区本山北町3-6-9
問い合わせ｜078-451-8411／matuura@o-cha-ya.com
開館時間｜11:00-21:00

紅茶、ケーキ、インテリア、食器、音楽、洋書で一人でもゆっく
りできるお店です

まちライブラリー＠トゥオリ

住所｜神戸市東灘区岡本1-11-18　café tuoli
問い合わせ｜078-451-5860／tuoli.plus@gmail.com
開館時間｜月・水木金11:30-18:00　火休

アウトドア派のカフェ＆バーです。アウトドアイベントもやって
ますよ！

Beaver文庫

住所｜神戸市東灘区本山北町3-5-6 ホクヨウビル４F
問い合わせ｜078-441-5544／cabfo.beaver@gmail.com
開館時間｜11:30-16:30　18:00-22:00　水休

サラリーマンや学生さん、男性が読みたくなるマンガ、ファッ
ション誌、カルチャー誌などを集めています。

にわ・とりのすけ　まちライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本1丁目11-21　にわ・とりのすけ岡本店
問い合わせ｜078-441-6767
開館時間｜月～木17:00-1:00　金土祝前日17:00-3:00

タイ料理クワンチャイ岡本店。アジアに関する本を集めてい
ます。

クワンチャイ図書館

住所｜神戸市東灘区岡本1-4-3
問い合わせ｜078-413-2280
開館時間｜11:00-15:00　17:00-23:00　火休

地元の皆様に親しまれる“憩いの場”、甲南そば。

甲南そば　まちライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本1丁目11-18　甲南そば
問い合わせ｜078-411-2385 
開館時間｜15:00-20:30 

神戸岡本、株式会社インフィニティー。パーソナルカラー診
断などを行っています。

インフィニティーライブラリー

住所｜神戸市東灘区本山北町3-4-9 
問い合わせ｜078-431-1680 
開館時間｜月水土日　10:00-17:00

北播磨の新鮮野菜を使ったランチバイキングの1品1品をス
タッフが真心込めて作っています。

まちライブラリー＠えぇもん王国

住所｜加西市北条町横尾473-1
問い合わせ｜0790-42-1982
開館時間｜8:30-16:00

加西市の逆池の畔に佇む「静かな森のお宿」。芝生の木陰でのんびり
読書を楽しんでください。H30.4月にリニューアルオープンしました。

いこいの村ライブラリー

住所｜加西市笹倉町823-1
問い合わせ｜0790-44-1750（いこいの村はりま）
開館時間｜7:00-21:00　

播磨横田駅のギャラリーの片すみにあるライブラリーです。
ホームからの景色を眺めながら読書はいかがでしょうか。

播磨横田まちライブラリー

住所｜加西市西横田町554-2
問い合わせ｜0790-42-8823（加西市観光案内所8:30-17:30）
開館時間｜6:00-20:00

ちいさなちいさなジブリ風の森と自然に育まれた田舎家に本
と本がふれあい小さな物語をつむんでいきます。

根日女創作倶楽部＠まちライブラリー

住所｜加西市畑町1113-1
問い合わせ｜080-2513-3661
開館時間｜土13:00-15:00（事前連絡でいつでも開館）

H30年成人式で新成人より寄贈してもらったハタチ文庫で
す。

加西まちライブラリー＠ハタチ文庫

住所｜加西市北条町北条1000　加西市役所ロビー
問い合わせ｜0790-42-8706（加西市ふるさと創造課）
開館時間｜平日8:30-17:15

コミュニケーションの場としての無人の網引駅。ちっちゃな
本棚には心に響く文庫本がぎっしり！

まちライブラリー＠網引ステーション

住所｜加西市網引町538-1
問い合わせ｜0790-42-8823（加西市観光案内所8:30-17:30）
開館時間｜6:00-20:00

加西市観光案内所内にあるまちライブラリーです。

北条町駅まちライブラリー

住所｜加西市北条町北条28-2
問い合わせ｜0790-42-8823（加西市観光案内所8:30-17:30）
開館時間｜6:00-20:00

気軽に立ち寄り、ゆったりと寛げるスペースです。

まちライブラリー＠加西市民会館

住所｜加西市北条町古坂1丁目1番地
問い合わせ｜0790-43-0160（加西市民会館）
開館時間｜9:00-22:00

いつでも誰でも、畳敷きに、こたつのあるかわいいお堂で本
を片手にほっこりしましょう。

うずらの南お太師堂まちライブラリー

住所｜加西市鶉野南町27-17
問い合わせ｜0790-42-8715（加西市観光まちづくり協会）
開館時間｜いつでも

「世界の国」に関する本を集めています。占い、音楽、アロマ、
英会話などのイベントも開催しています。

辰巳茶房まちライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本1丁目14-18
問い合わせ｜078-431-8810
開館時間｜11:30-19:30　不定休

インド・ネパールダイニングカフェ。オーナーの大好きな本を
おすすめします。

まちライブラリー＠ムナール

住所｜加西市北条町北条28-1　アスティアかさい1階
問い合わせ｜0790-42-6706
開館時間｜11:00-21:00　第3木休

体にやさしいスイーツを手作りしています。絵本もたくさんあ
ります。

まちライブラリー＠ひつじ茶房

住所｜神戸市東灘区本山北町3-13-26　清風園2F南
問い合わせ｜090-9116-1348／hitsuji.sabo@gmail.com
開館時間｜9:30-20:00　日・第2第4火休 

日本茶のお店です。ひといきついた時にどうぞ。

まちライブラリー＠ひとひ

住所｜神戸市東灘区本山北町3-6-10　日本茶カフェ一日　ひとひ
問い合わせ｜078-453-3637／info@hitohi.jp
開館時間｜月～金11:30-22:00　最終月休

木の温もりのあるサロでン安心・リラックスの空間をご提供
します。

まちライブラリー＠Synergy

住所｜神戸市東灘区岡本1-11-29
問い合わせ｜078-452-6220／Synergy@hb.tp1.jp
開館時間｜月・第2・3火休

神戸岡本、いしころカフェ。ほっこり落ち着く和テイスト隠れ
家カフェです。

いしころ図書館

住所｜神戸市東灘区本山北町3-6-10　いしころカフェ
問い合わせ｜078-411-7121
開館時間｜11:00-19:00（営業日に準ずる）

フランスや山についての本がある、会話が楽しめるまちライ
ブラリーです。

ラクソン・ライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本5-1-1
問い合わせ｜078-412-3502／laccent@mac.com
開館時間｜11:30-19:00（営業日に準ずる）

岡本駅前レンガ造りのレトロなお店。

カフェ・ド・ユニーク・ライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本1-13-15
問い合わせ｜078-451-7522
開館時間｜月～金9:30-22:00

岡本のパスタ・ピザと充実した品揃えのワインがおいしい。

アリオリオまちライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-9
問い合わせ｜078-436-3866／machian@portnet.ne.jp
開館時間｜月～土18:00-24:00

岡本の文化スポットです。各種ホールがあります。スタンプラ
リーはこちらで対応！

好文園まちライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-14
問い合わせ｜078-412-3096
開館時間｜9:00-17:00

神戸や東北に関する本を集めています。気仙沼まただいんに
ある写真集や本もライブラリーに“植本”しました。

fanオカモトまちライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-20
問い合わせ｜078-200-5327
開館時間｜11:00-19:00　水休

親子三代に通っていただけるヘアサロンです

riche CHEST まちライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本1-4-22
問い合わせ｜078-412-8557／riche-shimaushi@chest.co.jp
開館時間｜9:30-19:00　月休　第1第3火休

麴など発酵食品を大切にしたカフェです。

C+ozy Caféまちライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-6-104
問い合わせ｜078-452-5840／eiraku@cozycafe-kobe.com
開館時間｜9:00-19:00　不定休

兵庫県・加西市は、「本でつながるまち」です。駅やお店、お
堂などまちのあちこちにまちライブラリーがあります。ぜひ加
西を巡ってみてください。すべてのライブラリーがスタンプラ
リースポットになってます。

加西エリアのまちライブラリー紹介

奈良県

EVENT SCHEDULE

徳島県
EVENT SCHEDULE

古本市とブックトークをブックカフェ形式で行います。カフェ
のような雰囲気で読書の交流の場にしたいと思います。

ファーストランナーが選んだ本を襷にしてゴール地点のしまなみ海道大島を目指します。
ゴールはこちら（「食堂みつばち」愛媛県今治市吉海町仁江1876-1／0897-84-3571）
ファーストランナーは襷になる本を１冊と
ワープするときの書籍扱いの封筒を用意してください。

申込・問い合わせ｜yorioka.ryuji@tokushima-u.ac.jp
会場｜ウィアードカフェ　住所｜徳島市住吉1丁目2-20
主催｜ビブリオラボとくしま（代表・依岡隆児）

古本市とブックトーク

ぶく伝

売りたい本、交換したい本をご持参ください。
住所｜徳島市南常三島町1-1　徳島大学総合科学部
問い合わせ｜yorioka.ryuji@tokushima-u.ac.jp
開館時間｜イベント時のみ

5月12日（土）・5月13日（日）13:00-18:00

4月29日（日）～
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。
ブックフェスタ期間中なら、どなたでも、
どこからでも本を旅立たせることができます。
そんな本を受け取った人は、感想を添えて、次の人の手に渡してください。

旅する本たち
4月30日（月祝）～5月27日（日）

AREA FREE EVENT

̶ゴールはしまなみ海道の大島、周防大島じゃないよ̶

詳細は、ウェブでご確認ください。 https://www.facebook.com/bukudenn/

問合せ｜bukutabi@gmail.com   主催｜ぶくたび舎

詳細は、ウェブでご確認ください。 https://tabihon.jimdo.com/



全国各地のマイクロ・ライブラリーが大集合！ 運営ノウハウや想いを共有する

加美幸伸
朗読ツアー企画
「MACHI LIVE RALLY」

ブックスポットをめぐり、まちを楽しもう！

マイクロ・ライブラリーサミットは、
全国の想いのつまったマイクロ・ライブラリーの取り組みをお互い紹介しあって、
出会い、学びあう機会として2013年から開催しています。

多くの蔵書を集めた「本」基のライブラリー
①ともしび文庫（アメリカ・シアトル）（インターネット中継）
駐在の主婦によって1991年に発足、蔵書は計２万冊以上。

②癒やしと憩いのライブラリー（静岡・伊東市）
リゾートホテル内に、癒やしと、憩いをテーマに、２万冊以上の寄贈書。
ボランティアによる運営。

なんでこれが、どうしてここに「？」のライブラリー
③"はちみつとフリーペーパーのお店"はっち（大阪市内）
フリーペーパー（ローカルメディア）を全国から集めています。100～150

種類、4,000冊程度。

④池本まちライブラリー（東京・豊島区池袋）
公園のマルシェで月１回屋台にて開催。

⑤宮前まちかどライブラリー（神奈川・川崎市宮前団地）
公園や駅前広場などの「まちかど」を人々の集う場に変えていこうと実践
中です。

まち角に置かれた「巣箱」のライブラリー
⑥箱庭ライブラリー（東京・杉並区）
自宅前に設置した巣箱形の本棚を通して地域の人とゆるく交流しています。

⑦巣箱まちライブラリー（大阪・藤井寺市）
図書館司書２人が神社の境内にに設置。幅広い年代に利用されています。

福祉施設や団地の「生活」に密着したライブラリー
⑧リベルテまちぶんこ（大阪市内）
高齢者の施設の玄関にあり、約1,000冊を公開（蔵書は5,000冊以上）。

⑨茶山台としょかん（大阪・堺市）
団地内の集会所に設置され、地域住人の交流のきっかけになっています。

まちライブラリー＠もりのみやキューズモールで毎週土曜日にお馴
染みのFM COCOLO DJ加美幸伸さんとまちライブラリーがコラ
ボ。各地のまちライブラリーで加美さんの朗読ツアーを開催します！

まちライブラリーはもちろん、図書館、ブックカフェ、新刊書店、古本屋、、、さまざまなブックスポットで盛り上がるまちが兵庫県
内にはたくさんあります。そんなまちの魅力を、みんなで探検してみようという企画です。隊長を務めるのは、元まちライブラリー
＠水上家（沖縄）館長で、４年ぶりに関西に戻ってきたワタクシ郷慎久朗。兵庫県初心者の隊長のために、各地の方がブックス
ポットをご案内してくださいます。ぜひ一緒にいきませんか？

気になるまちライブラリーをきっかけに、まちも探検しよう！まちライブラリー探検隊
有志のまちライブラリーオーナーが中心となって、
気になるまちライブラリーに押しかけているのが、まちライブラリー探検隊。
あれこれお話を聞かせてもらい、仲良くなって、そのまちも楽しんじゃおうと年間を通じて活動中。
まちライブラリーに関心のある方なら、どなたでも隊員になれます！

小さなまちにできた大きなライブラリーの誕生と
第1号のまちライブラリーの10年の軌跡
⑩地域の拠点、まちライブラリー＠TENAMU（宮崎・小林市）
中心市街地活性化の拠点として誕生。日本で２番目に大きなまちライブ
ラリーです。

⑪居場所の軌跡、ISまちライブラリーの10年（大阪市内）
まちライブラリーの原点の10年を振り返ります。

●各地の活動発表
●マイクロ・ライブラリーアワード授与式
※内容は予告なく変更の可能性があります。

定員：200名
参加費：1,000円（資料代）
お申込：http://machi-library.org

主催：まちライブラリーブックフェスタ2018in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

まちライブラリー  ブックフェスタ2018 in 関西　開催概要

まちライブラリー  ブックフェスタ2018 in 関西　パンフレット

東急不動産株式会社 都市事業本部 商業施設運営部

東急不動産SCマネジメント株式会社 もりのみやキューズモールB A S E

大阪府立大学 理事・副学長

立命館大学 大阪いばらきキャンパス事務局長

大阪府

奈良県立図書情報館

わたしの図書館ミルキーウェイ

まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ主宰、北浜水辺協議会理事長

まちライブラリー提唱者、一般財団法人森記念財団

主　催 まちライブラリーブックフェスタ2018 in 関西 実行委員会
委員長 橋爪紳也
委　員

共催 大阪府立大学　 特別協賛 東急不動産株式会社　 協賛 立命館大学　 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
事務局 一般社団法人まちライブラリー

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　 デザイン 松下貴昭（steam）

伊藤　修
橋本倫之
石井　実
廣井　徹
領家　誠

乾聰一郎
石田通夫
出崎栄三
礒井純充

大阪府立大学観光産業戦略研究所所長・同大学院教授

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）

日時： 5/13（日）10:00-16:30 ［終了後・交流会予定（参加費別途）］

「まちイクツアー」 「マイクロ・ライブラリーサミット2018」開催！

詳細スケジュールはコチラ　  【Yukinobu Kami 25th Revolution】
https://www.facebook.com/YK25thR/（加美幸伸 facebookページ）
【まちライブラリー】 http://machi-library.org

特 集

▶発表ライブラリー一覧

▶当日の内容

平日編

休日編
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1その まちライブラリー＠ビーハイブホステル大阪

KOREAN BOOK Cafe ちぇっちゃり

世界を旅したオーナーから、多様な世界のことも聞かせてもら
いましょう！宿泊されている方ともおしゃべりできるかも。
会場｜［現地集合］ ビーハイブホステル大阪
住所｜大阪市中央区南船場1-8-17

5月1日（火）19:00～21:00

訪問まちライブラリーにオススメしたい本

2その まちライブラリー＠PapaHemingway

大阪・新地のバー。敷居が高そうで、一人ではおじゃまできな
い・・・。そこで、実態をみんなで探検してみましょう！
会場｜［現地集合］ まちライブラリー＠PapaHemingway
住所｜大阪市北区曾根崎新地1-3-10北新地山忠ビル2号館5階

5月10日（木）19:00～21:00

訪問まちライブラリーにオススメしたい本

3その

夕方閉館のところを、探検隊のために夜間開館してくれます。
このチャンスに韓国文化もたっぷり学んで交流しましょう！
会場｜［現地集合］ KOREAN BOOK CAFE ちぇっちゃり
住所｜大阪市天王寺区味原町13-10　アップルグリーンビル2F

500円（飲食代別途実費の場合有）5月18日（金）19:00～21:00 500円（飲食代別途実費の場合有）

500円（飲食代別途実費の場合有） 500円（飲食代別途実費の場合有）

訪問まちライブラリーにオススメしたい本

4その ISまちライブラリー

まちライブラリー1号。でも意外と知られていないかも。
実はＩＳビルには、他に4つのまちライブラリーがあるのです！
会場｜［現地集合］ISまちライブラリー
住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル３F

5月24日（木）19:00～21:00

訪問まちライブラリーにオススメしたい本

～いたみブックスポットめぐり～1その
探検

2その ～あかしブックスポットめぐり～

探検

無料（飲食代別途実費の場合有）5月3日（木・祝）11:00～17:00

まちライブラリー探検隊 まちライブラリー探検隊

無料（飲食代別途実費の場合有）5月19日（土）13:00～17:00

※ 申込・問い合わせ｜要申込（まちライブラリーfacebookまたはono.chisako@gmail.com）　※ 主催｜まちライブラリー探検隊

※ 申込・問い合わせ｜要申込（まちライブラリーfacebookまたはgotravel5496@gmail.com）　※ 主催｜まちライブラリー探検隊

いたみのまちのブックスポットを一緒に探検しませんか？
ブックランドフレンズ→市場珈琲→cafeHITOYASUMI→古書み
つづみ書房→伊丹市立図書館ことば蔵を訪問予定です！
会場｜［現地集合］ JR伊丹駅

あかしのまちのブックスポットを一緒に探検しませんか？
ふくやま病院→市民図書館～TTT（お茶タイム＠TTT）を訪問予
定です！
会場｜［現地集合］ ふくやま病院（明石市硯町2丁目5-55）　

ほん き




