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まちライブラリー
ブックフェスタ・ジャパン2021概要

◼ 実施期間
2021年9月18日（土）～2021年10月24日（日）

◼ 運営
主催：ブックフェスタ・ジャパン2021実行委員会
共催：大阪府立大学観光産業戦略研究所
後援：一般財団法人 森記念財団
特別協賛：東急不動産 株式会社
協賛：学校法人 立命館大学
事務局：一般社団法人 まちライブラリー

まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル
※令和３年度茅野駅周辺公共空間等利活用委託業務に係る公募型プロポーザル

主催：ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル実行委員会
協力：駅前商店会、ベルビア名店会、茅野TMO、今井書店、矢崎書店、

図書館協議会、株式会社イマージ
事務局：茅野市都市計画課、一般社団法人まちライブラリー

◼ 目的
まちライブラリーや公立図書館、書店等の協力を得て本がある場所を繋ぎ、点

を線、線を面に展開し、日本全国で本にまつわる活動を顕在化し、本と人、人と
人との出会いを生みだすことを目的に実施。とりわけ実施期間中は、コミュニ
ティ育成のきっかけとなるようなミニイベントを全国各地で同時多発的に開催し
た。

また、長野県茅野市では令和３年度茅野駅周辺公共空間等利活用委託業務とし
て賑わい創出の社会実験を実施した。

◼ 出版物『ブックフェスタ 本の磁力で地域を変える』
まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2020
（2020年９月20日～10月18日実施）の発言録等をまとめた
書籍を2021年9月18日に発行した。

発行：まちライブラリー
四六判 264ページ / 価格 1,819円+税 /  ISBN978-4-908696-05-3 

◼ 実施イベント数（申請数）
140件

13都道府県で、小規模に集まったり、オンラインを活用したり、自由に本
の貸借りができる巣箱の利用や展示で実施した。
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まちライブラリー
ブックフェスタ・ジャパン2021イベント

正式申請の140件について

2021年8月より９月15日まで公式WEBサイト、SNSを通じてイベント募集を
行った。また、まちライブラリーオーナーには、「まちライブラリー通信」の郵
送やメールで案内を行った。コロナ禍でイベント開催が見通し難い状況での募集
で、直前まで事務局には相談があり、参加をあきらめたライブラリーも複数あっ
た。

会場は北海道から宮崎県まで13都道府県で、形態ではまちライブラリーが88％
と突出しているが、その内一般社団法人まちライブラリーが運営に携わっている
ライブラリーが88件で全体の半数以上を占めた。特にまちライブラリー＠もりの
みやキューズモールでは44件で、その半分を行った。

今回の新たな取り組みは、まちライブラリーブックフェスタ・ジャパン2021の
一環として行った、長野県茅野市の令和３年度茅野駅周辺公共空間等利活用委託
業務に係る公募型プロポーザルで「茅野から始まる まちライブラリー ブックフェ
スタ・ジャパン2021」の実施である。「まちライブラリー ブックフェスタ・ジャ
パン2021＠ちのセントラル」として、茅野駅周辺施設、地元商店会等とも連携し
オープニングイベント２件の他に21件のイベントに加え、公共空間へのまちライ
ブラリー巣箱を５件設置し、賑わい創出の社会実験を行った。

また、大阪府豊中市から、公共図書館の各館と専門図書館の参加があったこと
は注目したい。尚、公共図書館でまちライブラリーも運営している岸和田市立図
書館は、まちライブラリーとして計上している。

イベント実施方法はリアルに集っての開催が76％と多く、対話型の小規模なイ
ベントが主催者には企画しやすことがわかった。一方で、オープニングイベント
や実行委員長セッションなど講演会型で参加人数を多く想定したものはオンライ
ンを利用することで、コロナ禍でも開催可能となり、ブックフェスタ・ジャパン
のメッセージを広く伝える手段となった。

期間中にはイベント企画や開催が出来なかったが、ブックフェスタ・ジャパン
の呼びかけに触発されたイベントが期間後に複数開催されていることを補足して
おきたい。
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◼ イベント実施会場形態
n=140

公共、専門図書

館

9%

書店

1%

その他

2%

一般社団法人

まちライブラ

リー運営

67%

その他の運営

21%

まちライブラリー

88%

形態 件数 割合

まちライブラリー 121 88%

　　一般社団法人まちライブラリー運営 88 67%

　　その他の運営 33 21%

公共、専門図書館 14 9%

書店 2 1%

その他 3 2%

◼ イベント実施都道府県

n=140 

都道府県名 件数 割合

北海道 2 1%

秋田県 1 1%

福島県 1 1%

埼玉県 4 3%

千葉県 1 1%

東京都 20 14%

神奈川県 1 1%

長野県 27 19%

三重県 1 1%

大阪府 74 53%

兵庫県 4 3%

奈良県 1 1%

宮崎県 3 2%

1%

1%

1%

3%

1%

14%

1%

19%

1%

53%

3%

1%

2%

北海道

秋田県

福島県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

長野県

三重県

大阪府

兵庫県

奈良県

宮崎県

◼ イベント実施方法

n=140 

リアル

76%

リアル＋オ

ンライン

16%

オンライン

8%方法 件数 割合

リアル 106 76%

リアル＋オンライン 22 16%

オンライン 12 9%
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◼ 参加ライブラリー一覧
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カテゴリー 都道府県 ライブラリー名
北海道 まちライブラリー＠ちとせ
秋田県 まちライブラリーはちらぼ
福島県 まちライブラリー＠ふくふる
埼玉県 北越谷まちライブラリー
埼玉県 つるがしまどこでもまちライブラリー@Water Ship Cafe

まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
文京区青少年プラザb-lab
まちライブラリー＠奥多摩ブックフィールド
まちライブラリー＠ブックハウスカフェ

神奈川県 本とおやつ、ときどき手仕事。
長野県 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル
三重県 まちライブラリー＠ひびうた文庫

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
まちライブラリー@OIC
まちライブラリー＠東大阪市文化創造館
菱屋西 染め色遊び
ISまちライブラリー
まちライブラリー@エメ・ラ・ヴィ
まちライブラリー＠岸和田としょかん
まちライブラリー＠シエリアシティ千里山
まちラィブラリー＠一乘会
週間マガリ
天満橋界隈のまちライブラリー有志
まちライブラリー@ぐうたら文庫
まちライブラリー＠大阪府立大学
Tea and Antiques 辰巳茶房
miraien
まちライブラリー＠神戸空港
まちラブラリー＠ウィズあかし

奈良県 まちライブラリー＠Co・lab香芝
まちライブラリー＠TENAMUビル
みやざき自然塾

埼玉県 三郷市ふれあい文庫
長野県 小布施町立図書館

とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ　情報ライブラリー
大阪歴史博物館　なにわ歴史塾
大阪企業家ミュージアム
大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)情報ライブラリー

豊中市立庄内図書館
豊中市立野畑図書館
豊中市立高川図書館
豊中市立螢池図書館
河内長野市立図書館

北海道 ぽやん舎
埼玉県 ブルーバードブックス
千葉県 漂流する図鑑ライブラリー

読書好き交流会
人形劇団クラルテ

その他

書店

公共、専
門図書館

まちライブ
ラリー

東京都

大阪府

兵庫県

宮崎県

大阪府

大阪府



◼ イベント一覧

No.1

イベント実施会場
まちライブラリー

・一般社団法人まちライブラリー運営：白地
・一般社団法人まちライブラリー運営以外：緑地

公共、専門図書館：水色地
書店：赤地
その他：黄地

実施方法
両方：リアル＋オンライン

日 ライブラリー名 イベントタイトル 実施方法

8/1~10/31 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 情報ライブラリー 『本の福袋』の貸出 リアル
8/1~10/31 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 情報ライブラリー 貸出スタンプカード リアル
9/1~10/25 大阪歴史博物館　なにわ歴史塾 物語絵の魅力 リアル
9/17~18 ブルーバードブックス ブルーバードブックス リアル

9/4~10/28 ぽやん舎 ぽやん舎２人展　ファーストぽやん リアル
9/7~11/30 大阪企業家ミュージアム 特別展「広岡浅子と五代友厚・渋沢栄一」 リアル

9/17 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール ブックツリー植樹祭 リアル
9/18~10/24 小布施町立図書館 TICKET FOR YOU リアル

9/18 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 本の力で駅前空間は変わるの？「茅野の挑戦」 オンライン

9/18 まちライブラリーはちらぼ まちライブラリーはちらぼ1周年記念「第2回植本祭」 両方

9/18 まちライブラリー@エメ・ラ・ヴィ はじめましての読書会 リアル

9/18 まちライブラリー＠東大阪市文化創造館 えほんはともだち リアル

9/18 大阪府立男女共同参画・青少年センター情報ライブラリー 【女性限定】ブックサロン♪ときどきシネマ リアル

9/18 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 戯曲を読む～森見登美彦原作『有頂天家族』～ リアル

9/19 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 本の力で駅前空間を変える！「茅野からの提言」 オンライン

9/19 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール エアトラックを走ろう！オリンピック聖火ランナーたけちゃんと走ろう リアル

9/20 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール ストーリーがみえるジャズ1部　 リアル

9/20 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール ストーリーがみえるジャズ2部 リアル

9/23 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール おはなし会 リアル

9/23 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール もりの一箱古本市 リアル

9/23 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール パークヨガ＠もりのみやキューズモールBASE芝生広場 リアル

9/23 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール ハンドベル演奏会 リアル

9/23 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール オーナーズフォーラムブックフェスタスペシャルバージョン 両方

9/24 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール カフェスタイル勉強会～MamaCafé リアル

9/24 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 似顔絵＆ぬり絵！　お絵描き！ リアル

9/24 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 楽しく学ぼう～ワクワク落語講座～ リアル

9/24 北越谷まちライブラリー Lake＆Peace2021のクリエイターから聞く まちをワクワクさせるデザイン 両方

9/25 みやざき自然塾 コロキウム「マンショよ甦れ」 オンライン

9/25 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール アメフトを楽しもう！ リアル

9/25 まちライブラリー@エメ・ラ・ヴィ 美味しい歴史　古代文明　エジプトvsメソポタミア リアル

9/25 菱屋西 染め色遊び わらべ歌はともだち リアル

9/25 読書好き交流会 オンライン読書好き交流会 vol.24 オンライン

9/25 まちライブラリー＠OIC 「学生×市域市民の居場所」対話 オンライン
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No.2

日 ライブラリー名 イベントタイトル 実施方法

9/26 Tea and Antiques 辰巳茶房 【ブックカフェ】読者会@岡本まちライブラリー リアル

9/26 miraien 香りと暮らしと自然と 両方

9/26 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 翠色倶楽部の読書会 リアル

9/27 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 生け花 リアル

9/29 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 絵本と通して知ってみよう！認知症のこと 両方

9/30 本とおやつ、ときどき手仕事。 本と洗濯cafe リアル

9/30 ISまちライブラリー なに和の日 : プーアル茶を喫する リアル

10/1 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール ありのままのわたしになれる 大人の絵本鑑賞会 リアル

10/1~11/30 三郷市ふれあい文庫 みさと秋の読書まつり2021 両方

10/1~10/31 豊中市立庄内図書館 音楽を楽しむ絵本の展示 リアル

10/1~10/31 豊中市立野畑図書館 音楽関連資料の展示と貸出 リアル

10/1~10/31 豊中市立高川図書館 音楽関連資料の展示と貸出 リアル

10/1~10/31 豊中市立螢池図書館 音楽関連資料の展示と貸出 リアル

10/1～10/24 文京区青少年プラザb-lab 6つの秋をテーマにした本の展示 リアル

10/2 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール BLMを感じる本について語ろう 両方

10/2 まちライブラリー＠奥多摩ブックフィールド 本の桃源郷で妄想トーク 両方

10/2 まちライブラリー@OIC 積読ってダメなこと？ みなさんの積読事情語り合いましょう オンライン

10/2 まちライブラリー＠Co・lab香芝 実践読書会「伝説の新人」 オンライン

10/2 みやざき自然塾 コロキウム「マンショよ甦れ」 オンライン

10/2 まちライブラリー@エメ・ラ・ヴィ 英語で語り聞かせ リアル

10/3~10/10 人形劇団クラルテ 人形劇団クラルテ 公演『有頂天家族 二代目の帰朝』公演 リアル

10/3 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 駅のメロディが面白い リアル

10/3 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール イタリアンカラーのフェルトボールモビールをつくろう リアル

10/3 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール お手持ちの筆記具でカリグラフィー 両方

10/3 まちライブラリー＠岸和田としょかん LibraryでLiveあり？vol.6 リアル

10/3 まちライブラリー＠岸和田としょかん 岸和田の図書館でカープを語る会 リアル

10/3 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 谷川マユコの絵本ライブwithひだまりのおはなし会 リアル

10/3 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 気分はパリジェンヌ！秋を束ねる リアル

10/3 まちライブラリー＠シエリアシティ千里山 絵本を楽しむ会　午前の部 リアル

10/3 まちライブラリー＠シエリアシティ千里山 絵本を楽しむ会　午後の部 リアル

10/3 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク もっと知りたい！「スヌーピー」のこと 両方

10/3 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 朝採れ町田野菜のマルシェ リアル

10/3 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 星のおはなし会「10月の星空と惑星のおはなし」 リアル

10/3 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク SDGｓ陸の豊かさを大切に リアル

10/3 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク まちライブラリーと南町田グランベリーパーク スヌーピーとの出会い 両方

10/5~10/31 河内長野市立図書館  本の帯まつり リアル

10/6 まちライブラリー@エメ・ラ・ヴィ 読書会　テーマ『レシピ本人』 リアル

10/7 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール カフェスタイル勉強会～MamaCafé リアル

10/7 まちライブラリー＠ふくふる トークイベント&交流会　❝ ひと・本・まち ❞ 両方

10/7 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 気軽に書道 リアル

10/8 まちライブラリー＠ひびうた文庫 戯曲を読む会vol.3　『炎の人』を読む 両方

10/8 まちライブラリー@OIC オンラインでつながる現実世界と仮想世界 両方

10/9 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール BLTと世界の人権 リアル

10/9 まちライブラリー@エメ・ラ・ヴィ 『推し』について熱く語る会 リアル

10/9 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 自分の想いを大切にするためのコミュニケーション　　　 リアル

10/9 まちライブラリー＠神戸空港 読書会 ～あるいはソラとブック会～ vol.3 オンライン

一般社団法人まちライブラリー 6



No.3
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日 ライブラリー名 イベントタイトル 実施方法

10/10 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール おはなし会 リアル

10/10 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 進化するマンホール（聖徳太子からポケモンまで） リアル

10/10 つるがしまどこでもまちライブラリー@Water Ship Cafe 川崎正一～癒しの世界～ 「泣かないで」朗読会 オンライン

10/10 ISまちライブラリー 一日限りのISまちライブラ古本市 リアル

10/10 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 「読書名刺」を作ろう！ リアル

10/10 まちライブラリー＠ちとせ 千歳まちライブラリー　復活の狼煙 両方

10/12 文京区青少年プラザb-lab ファンタジーを語る夕べ リアル

10/13 まちライブラリー＠ブックハウスカフェ トークイベント 両方

10/13 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール アルバムカフェＶｏｌ．55 リアル

10/13 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール ひろみんとアソボー！ッあそぼー！ッ	 リアル

10/14 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール モモを英語で読む会 両方

10/14 ISまちライブラリー みんなで民話 両方

10/14 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 気軽に書道 リアル

10/15 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 第9回もりのみやまちライブラリー寄席 リアル

10/15 まちラブラリー＠ウィズあかし あかしブックスポットMEETing #1 両方

10/16 まちライブラリー＠東大阪市文化創造館 えほんはともだち リアル

10/16 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 弦楽四重奏でディズニー、ジブリ、ビートルズをお届けします！ リアル

10/16 まちライブラリー＠東大阪市文化創造館 えほんはともだち リアル

10/17 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 実行委員長セッション「スポーツツーリズム」と「ブックツーリズム」を語る 両方

10/17 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちにわオープンミーティング&まちライブラリー前に花を植えよう！ リアル

10/17 まちライブラリー＠岸和田としょかん 歴史カフェ　南北朝期の久米田寺 リアル

10/17 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール  キラリ・カルタで自分らしさを再発見 リアル

10/17 漂流する図鑑ライブラリー 漂流する図鑑ライブラリー＆ソメイノファーマーズマーケット リアル

10/20 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 復活！ぶらりまちライブラリーラリー～だいたい満月に～ リアル

10/20 まちラィブラリー＠一乘会 終活について リアル

10/21 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 健康相談 リアル

10/21 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール 『感想カードを読もう！』～もりのみや６つの秋を楽しもう～ リアル

10/22 まちライブラリー＠週間マガリ 本屋BAR~あきの夜長にこの1冊~ リアル
10/23~10/24 小布施町立図書館 図書館まつり (DAY2) 両方

10/23~10/24 まちライブラリー＠ちのセントラル 自由通路古本市 リアル

10/23 天満橋界隈のまちライブラリー有志 青空ライブラリー リアル

10/23 小布施町立図書館 図書館まつり（DAY1） 両方

10/23 まちライブラリー@ぐうたら文庫 ぐうたら文庫で悪役令嬢を語ろう オンライン

10/23 まちライブラリー＠TENAMUビル ブックフェスタ２０２１in KOBAYASHI リアル

10/23 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 絵本を楽しむ大人の会「えほんのとびら」 リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 私のための健康法 リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル ２拠点生活はじめてみた！感想戦 リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 絵本読み聞かせ＆ギャラリートーク リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 庭の土で作った土偶のはなし リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 日本一感動するホテルをつくったおもてなし術 リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル シネフィル×ブックラバー～原作愛あふれる映画のこと～ リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 翻訳でこんなに変わる！『星の王子さま』朗読比べ リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 『ブルーバックス』を片手に語る科学の楽しみ リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル サバイバルに生きる。狩猟、養鶏、農業 リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 「旅とカレー」 リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 子ども向け絵本の読み聞かせ　親子で楽しむ絵本の世界 リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 一冊ずつ手作業で作り続ける世界で最も美しい絵本 リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 諏訪地域で本屋をつくってみたい リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 知識＜紐づけるチカラ リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 白樺の保全について リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 大量の蔵書どうする？活用どうできる？ リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 熱海にできた「ひみつの本屋」からはじめる文化とまち リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 一生大切にしたい詩との出会い谷川俊太郎詩集「すき」ほか リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル 八ヶ岳のホップとビールの話 リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル ママへの読み聞かせ　お子さんも◎ リアル

10/23 まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル ロングセラーを紹介します リアル

10/24 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール ～Nostalgia　昭和時代を懐かしむ雑談会～						 リアル

10/24 まちライブラリー＠岸和田としょかん この本があったから。 リアル

10/24 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク 地図を描いてみよう！本の探偵団in南町田 リアル

10/24 まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク (本の探偵団in南町田）地図を描いてみよう リアル

10/24 まちライブラリー＠大阪府立大学、＠ちのセントラル、他 マイクロ・ライブラリーサミット2021 両方



◼ 9/18 本の力で駅前空間は変わるの？「茅野の挑戦」

まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅を会場にリアルに集い、
その様子をオンライン配信する予定だったが、新型コロナ感染症の感染拡大により
登壇者をまちライブラリー蓼科山荘に招き、オンライン配信のみでの実施した。

登壇者：
平賀研也氏（元県立長野図書館長）
南陀楼綾繁氏（「一箱古本市」創設者）
礒井純充（まちライブラリー提唱者）

参加者87名

◼ 9/19 本の力で駅前空間を変える！「茅野からの提言」

登壇者
仁木英之氏（小説家）：オンラインで参加
井上伸一郎氏

（株式会社KADOKAWA エグゼクティブ・フェロー）
矢部俊男氏（森ビルメディア企画室部長）

参加者57名
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まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

◼ イベントについて

内訳
期間中継続イベント：１件（エアトラックを走ろう！）

参加人数：260人

9月のイベント
イベント数：15件
参加人数：リアル参加 510人、その他で参加 210人

10月のイベント
イベント数：28件
参加人数：リアル参加 224人、その他で参加 332人

イベント企画数：44件

参加者数
まちライブラリー＠もりのみやキューズモールにて：994人
その他のライブラリーなどからオンラインにて：542人
合計：1,536人

まちライブラリー＠もりのみやキューズモールは2015年4月に開館、2021年春
に6周年を迎え、累計来館者数も80万人を突破し、会員数も7,000人を超えた。会
員の半数以上は近隣住民で、非会員の利用者もリピーターが多い。また、貸出回
数が多い本は児童書であることがわかった。
そこで今回の６周年では、森ノ宮エリアの地域住民、もりのみやキューズモー

ルBASEテナント、まちライブラリーサポーターが連携し、まちライブラリー＠
もりのみやキューズモールを含むもりのみやキューズモールBASEに、そしてこ
の森之宮エリアへの愛着を持ち、構成メンバーであると老若男女が実感できる参
加型イベントを実施した。
また、全国でのブックフェスタ・ジャパンのイベントをパブリックビューイン

グし、まちライブラリー＠もりのみやキューズモールからも発信することで、全
国のまちライブラリーの中心的な位置づけであることを知らしめた。
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◼ 期間中継続イベント：エアトラックを走ろう！

2021年のブックフェスタのオープニングトークイベ
ント開催地、長野県茅野市までの279Kmを、エアト
ラック（１周300ｍ）を走ったり歩いたりして、目
ざした。260名が参加し、10/23（土）に目標を達成
した。ゴールは、FMCOCOLOのDJ加美さんだった。

参加者には、担当距離を記載した証明書と記念のオ
リジナル鉛筆をプレゼントした。
エアトラックの存在、全国にまちライブラリーがあ
ることを紹介する機会創出となった。また、エアト
ラックを走っている人たちへも、まちライブラリー
を紹介することができた。

参加のみなさん（一部）
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◼ 9/23 ピクニックライブラリー＆一箱古本市

屋外での読書体験、一箱古本市で古本屋体
験を提供した。
また、ヨガや絵本の読み聞かせを実施し、
本のある広場の多様な活用を試みた。
さらに、近隣の大阪女学院中学校・高等学
校のハンドベル部の協力を仰ぐことができ、
地域との連携をさらに広めていきたい。

◼ 10/17  ブックフェスタ実行委員長セッション
「スポーツツーリズム」と「ブックツーリズム」を語る

ブックフェスタ実行委員長の橋爪紳也氏（大阪府立大学研究推進機構特別教授）
と高松平藏氏（ドイツ在住ジャーナリスト）、礒井純充（まちライブラリー提唱
者）によるトークセッション。まちづくりにおける「スポーツ」「本」「ツーリ
ズム」をキーワードに講演と鼎談をし、オンラインでも配信し、105名の参加が
あった。
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◼ ６つの秋を楽しむ！もりのみや植本際

＜音楽の秋＞

＜芸術の秋＞

弦楽四重奏やジャズライブ、BASEパークでハンドベル演奏などを通じ
音楽を親しむ機会を提供した。

人形劇団のワークショップや、落語会、モビールの作成などを通じ
芸術の秋を感じる参加イベントを実施。

＜食の秋＞

食をテーマにした本のイベントや、クラフトコーラーの紹介などで
食にまつわる話題提供し、交流の機会を生み出した。
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＜読書の秋＞

＜スポーツの秋＞

まちライブラリーの蔵書についている「みんなの感想カード」を利
用者のみなさんと読んでみたり、本で昭和を懐かしむコーナーを作
成したり、老若男女が読書に親しむ機会を提供した。

オリンピック聖火ランナーのトーチを持ってエアトラックを走ったり、
スポーツをテーマにしたイベント開催し、本とスポーツの親和性を探った。

＜実りの秋＞

ブックツリーにメッセージの葉を茂らせ、またもりのみキューズモール
の好きなところをメッセージにして、利用者の愛着の視覚化を試みた。
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◼ まちライブラリー＠もりのみやキューズモールでの
9月、10月のイベント一覧

9月

No. 9月 曜日 イベントタイトル・内容 カタリスト・他

参加者数

(もりのみや

以外で参加)

1 17日 金 ブックツリー植樹祭 まちライブラリースタッフ 4人

2 18日 土

「オープニングトーク　本の力で駅前空間は変わるの？「茅野の挑

戦」」

パブリックビューイング

平賀研也

南陀楼綾繁

礒井純充

3人

（84人）

3 18日 土 戯曲を読む～森見登美彦原作『有頂天家族』～ 荒木千尋 7人

4
トークセッション「本の力で駅前空間を変える！「茅野からの提言」」

パブリックビューイング

井上伸一郎

仁木英之

矢部俊男

8人

（49人）

5 第一弾　オリンピック聖火ランナーたけちゃんと走ろう たけちゃん 18人

6 20日月祝ストーリーが見えるジャズ一部

藤嵜由香

喜屋武弥

福呂和也

①21人

②18人

7
秋のピクニックまちライブラリーinBASEパーク2021

もりのひと箱古本市
17件の出店者 292人

8
秋のピクニックまちライブラリーinBASEパーク2021

おはなし会

まちライブラリースタッフ

おはなし会サポーター
27人

9
秋のピクニックまちライブラリーinBASEパーク2021

ハンドベル演奏会
大阪女学院ハンドベル部 62人

10
秋のピクニックまちライブラリーinBASEパーク2021

パークヨガ＠もりのみやキューズモールBASE芝生広場
小西恵子 17人

11 おはなし会サポーター会議 おはなし会サポーター 3人

12 オーナーズフォーラム　ブックフェスタスペシャルバージョン まちライブラリーオーナー
10人

 (22人）

13 カフェスタイル勉強会～Mama café
石田勝紀MafeCafe認定

ファシリテーター

10人

 (10人)

14 似顔絵＆ぬり絵！　お絵描き！ ヒロ 5人

15 25日 土
「「学生×地域市民の居場所」対話 ～オンラインの可能性を考える～」

パブリックビューイング
まちライブラリー＠OIC

5人

 (45人）

24日 金

19日 日

23日木祝
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10月

No. 10月曜日 イベントタイトル・内容 カタリスト・他

参加者数

(もりのみや

以外で参加)

1 1日 金 ありのままのわたしになれる　大人の絵本鑑賞会 あや＆みか 2人

2 BLMを感じる本について語ろう 佐野陽子 3人

鋤柄大気

どむか

礒井純充

4 駅のメロディが面白い たけちゃん 4人

5 お手持ちの筆記具でカリグラフィ やましたひろこ
2人

 (1人)

6 イタリアンカラーのフェルトボールモビールをつくろう やましたひろこ 3人

7
まちライブラリーと南町田グランベリーパーク、スヌーピーとの出会い

パブリックビューイング

礒井純充

髙木彩加

まちライブラリースタッフ

2人

（33人）

8 ７日 木 カフェスタイル勉強会～Mama café 黒田有里 2人

9 自分の想いを大切にするためのコミュニケーション 松井儀一 4人

10 BLMと世界の人権　『オリジナル栞を作ろう』 佐野陽子 20人

11 アメフトを楽しもう！ 奥野旭彦 4人

12 おはなし会サポーターによる絵本よみきかせ会 おはなし会サポーター
①28人

②12人

13 進化するマンホール（聖徳太子からポケモンまで） たけちゃん 7人

14 千歳まちライブラリー　復活の狼煙！　パブリックビューイング

礒井純充

曽我聡起

嶋田学

佐藤優子

古谷綾

3人

（64人）

15 アルバムカフェＶｏｌ．55 岡田美濃 3人

16 ひろみんとアソボーッ！あそぼーっ！ ひろみん 2人

17 14日 木 モモを英語で読む会 水上淑子 8人

18 15日 金 第9回もりのみやまちライブラリー寄席

猪名川亭まっ茶

五月家八十八

五月家安庵

五月家晴太郎

猪名川亭青波

14人

19 16日 土 弦楽四重奏でディズニー、ジブリ、ビートルズをお届けします！

鍵田文隆

笹尾佳久映

古結香南

山木友喜子

32人

20 キラリ・カルタで自分らしさを再発見 石井　惠子 10人

21 まちにわオープンミーティング&まちライブラリー前に花を植えよう！ 佐竹千賀 6人

22 「スポーツツーリズム」と「ブックツーリズム」を語る

高松平藏

橋爪紳也

礒井純充

22人

 (83人）

23 20日 水 復活！ぶらりまちライブラリー～だいたい満月に～ 出崎、小野 6人

24 カフェスタイル勉強会～Mama café 石田勝紀 11人

25 健康相談 門脇裕子 0人

26 『感想カードを読もう』 まちライブラリースタッフ 4人

27 マイクロライブラリーサミット2021　パブリックビューイング まちライブラリー
6人

 (121人）

28 ～Nostalgia　昭和時代を懐かしむ雑談会～ 小西尉司 2人

本の桃源郷で妄想トーク
２人

 （30人）
3

２日 土

３日 日

10日 日

９日 土

24日 日

13日 水

17日 日

21日 木

一般社団法人まちライブラリー 15



◼ 9/25「学生×地域市民の居場所」対話
～オンラインの可能性を考える～

まちライブラリー＠OIC

参加者50名

※まちライブラリー＠もりのみやキューズモールパブリックビューイング含む

立命館大学政策科学部の桜井政成先生より、著書「コミュニティの幸福論」の内容
に触れながら、学生と地域住民のまちライブラリー＠OIC利用の事例紹介や居場所
に関する学術的な解説があった。
さらに立命館大学政策科学部３回生の入江拓実さんよりコロナ禍におけるオンライ
ン上の学生の居場所に関する研究発表があった。
参加者は、10代から70代までの多世代で、まちライブラリー会員やOIC学生の他、
全国のまちライブラリー主催者やコミュニティ運営者。
参加者一人一人からも、オンライン上の居場所づくりを中心に発言があり、対話形
式で意見交換がおこなわれた。リアルな居場所づくりに加え、オンライン上での居
場所が誕生していることも分かった。

一般社団法人まちライブラリー 16



まちライブラリー
ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル

◼ 実施コンテンツ（社会実験）

茅野駅周辺の市民館、自由通路、ベルビアを核にしながら周辺店舗などとも連携し、
以下の５つの活動を柱に実施した。

① トークイベント：オピニオンリーダーを交え、本を活用した茅野駅周辺活性化議論
② 植本祭：ベルビア、市民館で市民が本を持ち寄り、語らう会
③ 自由通路古本市：自由通路での古本市を実施。
④ 自由通路巣箱まちライブラリー：自由通路の賑わいを演出する実験

⑤ スタンプラリー：周辺店舗、ベルビア店舗の協力による利用者スタンプラリー

スタンプラリー

植本祭
自由通路古本市

トークイベント

巣箱まちライブラリー

一般社団法人まちライブラリー 17



◼ 10/23、24 植本際

長野県茅野市の茅野駅周辺公共空間を利用して開催し、両日で21件のイベントを開催。
参加者：合計で218名（オンライン参加40名）

一般社団法人まちライブラリー 18



◼ 10/23、24 植本際の様子

◼ 自由通路古本市 10/23に11店舗、24に15店舗の出店

◼ 自由通 巣箱まちライブラリー５脚設置

一般社団法人まちライブラリー 19



10/24 マイクロ・ライブラリーサミット2021

◼ 発表団体

発表カテゴリー 発表団体名

まちライブラリー＠ひびうた文庫

いきいき認知症まちライブラリー

まちライブラリー北勝堂

まちライブラリー＠アトリア参宮橋

コーヒーライブラリー＠ふわいえ

まちライブラリー＠神戸空港

まちライブラリー＠イーラボ

長野県茅野市(まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅）

北海道千歳市（まちライブラリー＠ちとせ）

学生研究発表 鎌田栞（東京理科大学大学院生）

まち・ひとに寄り添う

ライブラリー

はじめたばかりのライ

ブラリー

地域とライブラリー

メイン会場である、まちライブラリー＠大阪府立大学には橋爪紳也ブック
フェスタ・ジャパン2021実行委員長や運営者が集まり、発表団体や視聴者
はオンラインを主として参加。
一部、まちライブラリー＠もりのみやキューズモール（大阪市）、まちラ
イブラリー＠My Book Station 茅野駅（長野県茅野市）、まちライブラリー
＠南町田ブランベリーパーク（東京都町田市）ではパブリックビューイン
グも開催した。
橋爪実行委員長から、発表団体には、マイクロ・ライブラリーアワードを
授与した。

参加人数 合計：127名
まちライブラリー＠大阪府立大学にて参加 ８名
オンラインにて参加 76名
各地のパブリックビューイングにて参加 43名

一般社団法人まちライブラリー 20



SNS #本棚見せて2021 への投稿（一部 ）
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イベント主催者アンケート結果 回答42名

イベント主催者は女性が約60％でやや多い。世代別では40代と60代がそれぞれ26％
で合わせると約半数になるが、30代は14％、50代は19％で、多世代であることが明ら
かになった。

イベント主催者にとって、思いもよらない本との出会いより、新たな人との出会い
や会話を楽しめたことが優位だった。また、地域交流のきっかけになると42名のうち
34名が回答している。さらに自由記述の感想からも満足感が高いこともわかった。こ
れらのことから、イベントを企画・運営することで人との関係性が良好になることを
実感していると言えるのではないだろうか。

ただし、イベント申請数140件に対して、回答者が42名と少ない点を留意頂きたい。

◼ 居住地
n=42 埼玉県

2.4%

東京都

14.3%

神奈川県

2.4%

三重県

2.4%

大阪府

71.4%

兵庫県

2.4%

奈良県

2.4%

無記入

2.4%都道府県 人数 割合

埼玉県 1 2.4%

東京都 6 14.3%

神奈川県 1 2.4%

三重県 1 2.4%

大阪府 30 71.4%

兵庫県 1 2.4%

奈良県 1 2.4%

無記入 1 2.4%

◼ 性別

n=42
男性

35.7%

女性

59.5%

無回答

4.8%

性別 人数 割合

男性 15 35.7%

女性 25 59.5%

無回答 2 4.8%

◼ 世代別
n=42 10才以下

0.0%

10代

0.0%
20代

2.4%

30代

14.3%

40代

26.2%

50代

19.0%

60代

26.2%

70代以上

4.8%

無回答

7.1%
年代 人数 割合

10才以下 0 0.0%

10代 0 0.0%

20代 1 2.4%

30代 6 14.3%

40代 11 26.2%

50代 8 19.0%

60代 11 26.2%

70代以上 2 4.8%

無回答 3 7.1%
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◼ イベントを実施しての感想 （複数回答可）
n=42

感想 人数 割合

新たな知識を得た 19 19%

新たな人との出会いがあった 26 26%

思いもよらない本に出会った 7 7%

人との会話を楽しめた 29 29%

もっとイベントを企画したい 19 19%

他のイベントにも参加したい 0 0%

もの足りなかった 0 0%

その他 1 1%

19%

26%

7%

29%

19%

0%

0%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

新たな知識を得た

新たな人との出会いがあった

思いもよらない本に出会った

人との会話を楽しめた

もっとイベントを企画したい

他のイベントにも参加したい

もの足りなかった

その他

◼ ブックフェスタは、地域社会での日常の暮らしを豊かにする
きっかけになるか？ （複数回答可）

地域の暮らしを豊かにするか 人数 割合

地域特性を知るきっかけになる 21 21%

地域の交流のきっかけになる 34 34%

地域への愛着が高まる 13 13%

ブックフェスタ期間以外での活動が必要 7 7%

ブックフェスタでは変わらない 0 0%

その他 1 1%

n=42

21%

34%

13%

7%

0%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

地域特性を知るきっかけになる

地域の交流のきっかけになる

地域への愛着が高まる

ブックフェスタ期間以外での活動が必要

ブックフェスタでは変わらない

その他
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ブックフェスタはなにか？という質問にたいし、まちライブラリーのような本を通じた場所作りと

仕組みづくりを紹介している、という話をすると、それはとてもいい、ぜひやってほしい、という

感想をもらった。本を通じて出会いを期待する人は少なくないと思う。

参加させていただき、ありがとうございました。

大学の授業だけでは、出会うことができない方と本を通じて、語り合うことができて、とても貴重

な経験になりました。今回はオンラインでしたが、対面で語りあうとまた違った面白さがあるのか

なと思いました。

参加者は2人と少なかったですが、その分色々と話すことができて良かったです。

今回は入院中の方もチャット機能で参加することができ、新たな可能性を感じた。

栞をつくるという単純な作業だが、いろんなパターンを見ることができた。これからも本が好き

だったらいいなと思う。

今回周知する期間が長かったこともあり、多くの方に参加していただき、大変盛り上がりました。

参加していただいた方にも好評だったので、よかったです。ありがとうございました。

予想以上に来館者があり、久しぶりに会う参加者同士の会話も弾んだ。リアルイベントの良さを実

感できた。小規模で、近隣の人との関係を大事にしていきたい。

楽しんでいただけて良かったです。また機会があればやりたいです。

認知症の理解や介護者の想いを共有することができ、大変有意義な時間になりました。とてもよい

空間で心地よかったです。

いつもありがとうございます。皆様読書家で大変刺激になります。

楽しく開催できました。

遠方でもzoomでつながることができることを実感した

今回は、広報等がぎりぎりになってしまったため、参加者を思うように集めることができなかっ

た。もう少し早めに広報や関係各所に声掛けをすることができれば、ブックスポットのオーナーの

参加率も上がったと考えられる。

イベントが緊急事態解除でよかったです

ブックフェスタはいつもとちがう方たちの参加があります

とても楽しかったです！！またよろしくお願いします！

ワイワイガヤガヤたのしかった

どんなことを期待して集まってこられるかわからなかったので、お話をしながら方向性を決めまし

たが、「有頂天」の世界や、芝居の仕組みに興味を持って集まって頂き、話をしながら遊んでいく

ことが楽しかったです。多分喜んでいただけてこのような場を開くことができありがたいです。

いつも自由に演奏させていただき心から感謝しています。

実りある時間をありがとうございました！！

楽しめた

楽しかったです主催者も楽しくワクワク　また来ますね。

コロナ禍で久しくイベントができていませんでしたが、久しぶりに対面での本のイベントが出来て

よかったです。

若者の就職支援の読書会のひとつとして開催させて頂きました。就職したばかりの新人がどのよう

にして会社で活躍し、業界で活躍し、世の中で活躍していく為に必要なことをディスカッションで

きました。

本をとおして自分が読み取ったところと、参加者の読むポイントの違い考えの違いが面白かった。

最近の新人の採用の仕方、若者の就職への想いが随分、バブル前と違ってきている。自分の経験の

強みを活かしながら、どのように就職したい業界で必要としているものを研究して活躍できるよう

にすることが大切だ。

流れとしては

読む目的を考え、著者に質問をして、その答え、ヒントを本から探すと言う手法を使いました。

そして、これから出来る、ちいさな一歩を発表しました。

今後のアナウンスの方法を考えて、新たな参加者確保につとめたい

出席者を増やすため、PR方法を改善する予定

今回のテーマは「食べ物」。おいしい話からスタートして話が広がり楽しいひと時でした。

オンラインの特性を活かし、登壇者のお一人はドイツからのアクセスとなった。またもりのみや

キューズモールのエアトラックを全国に紹介する機会になった。

オンラインのみのイベントでしたが、少人数で交流するには十分でした。リアルではなかなか会え

ない遠隔地の方も参加してくださり、オンラインのメリットをしっかり享受できたと思います。ま

た、それぞれの読んだ本や、その本の特性等を紹介しあうことで、よりよいコミュニケーションが

できたと思います。新たな本への知識も増えました。

音楽がテーマの絵本の展示を実施したが、多様な楽器やオーケストラがテーマのものなど、展示を

通じて音楽の多様性を知り、楽しんでくださる方が多く見られた。子どもだけではなく、成人の利

用も見られた。

市事業「とよなか音楽月間」と同時期のイベントととして、コロナ禍でも多くの人が図書館に訪

れ、音楽関連の資料に触れる機会となった。普段は一部屋を使って展示しリクエストを受け付けて

レコードを流すが、コロナ対策として今回は実施しなかった。ウィズ・アフターコロナでのイベン

トのあり方を考えていきたい。

各地のマイクロ・ライブラリー活動の様子を知ることができ、活動継続のささやかな力になれたよ

うに思う

◼ 企画者の感想
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イベント参加者アンケート結果 回答421名

◼ 性別
n=421 

性別 人数 割合

男性 161 38%

女性 255 61%

無回答 5 1%

男性

38%

女性

61%

無回答

1%

イベント参加者にWEBのフォームへの入力、またはリアルに開催のイベン
トでは用紙に記入する方法で回答の協力を呼びかけた。全体の61％が女性で、
30代から60代を中心に多世代が参加していることがわかった。居住地はイベ
ント開催が多い都道府県と重なっており、参加形態もリアルが63％で、正式
申請イベントの割合とほぼ一致している。

イベントを知ったきっかけは、知人の紹介が34％と優位で、参加理由は内
容に関心があったが72％と突出している。参加しての感想は、新たな知識を
得たが64％で、ブックフェスタは地域交流のきっかけになるが73％と高い。
自由記述の感想からは有意義な内容であったことや、感謝の言葉が多い。

これらのことから、人とのネットワークでイベントに参加し、新たな知識
を得たり人との会話を楽しめ、それらを通じて地域交流のきっかけになると
考えられていると言える。

ブックフェスタ・ジャパンの目的である、本と人、人と人との出会いを生
み出すことはできたのではないだろうか。関西でスタートしたブックフェス
タが、ブックフェスタ・ジャパンとして２回目の開催で、長野県茅野市への
広がりがあり、次回以降はさらに全国へと広がる可能性を感じている。
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◼ 居住地

◼ 年代

年代 人数 割合

10才以下 2 0.5%

10代 4 1.0%

20代 27 6.4%

30代 56 13.3%

40代 108 25.7%

50代 101 24.0%

60代 85 20.2%

70代以上 30 7.1%

無回答 8 1.9%

n=421 

10才以下

0.5%

10代

1.0%
20代

6.4%

30代

13.3%

40代

25.7%50代

24.0%

60代

20.2%

70代以上

7.1%

無回答

1.9%

都道府県 人数 割合

北海道 16 3.8%

宮城県 2 0.5%

秋田県 1 0.2%

茨城県 1 0.2%

埼玉県 9 2.1%

千葉県 3 0.7%

東京都 49 11.6%

神奈川県 43 10.2%

新潟県 1 0.2%

富山県 1 0.2%

長野県 39 9.3%

岐阜県 1 0.2%

静岡県 3 0.7%

愛知県 3 0.7%

三重県 8 1.9%

滋賀県 3 0.7%

京都府 10 2.4%

大阪府 151 35.9%

兵庫県 15 3.6%

奈良県 9 2.1%

鳥取県 1 0.2%

島根県 1 0.2%

岡山県 2 0.5%

愛媛県 1 0.2%

高知県 2 0.5%

長崎県 1 0.2%

熊本県 2 0.5%

沖縄県 1 0.2%

無記入 42 10.0%

n=421 

3.8%

0.5%

0.2%

0.2%

2.1%

0.7%

11.6%

10.2%

0.2%

0.2%

9.3%

0.2%

0.7%

0.7%

1.9%

0.7%

2.4%

35.9%

3.6%

2.1%

0.2%

0.2%

0.5%

0.2%

0.5%

0.2%

0.5%

0.2%

10.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

北海道

宮城県

秋田県

茨城県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

鳥取県

島根県

岡山県

愛媛県

高知県

長崎県

熊本県

沖縄県

無記入
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◼ 参加方法

◼ イベントを知ったきっかけ （複数回答可）

◼ イベントへの参加理由 （複数回答可）

n=421 

n=421

n=421 

参加方法 人数 割合
オンライン 151 36%
リアル 264 63%
記入なし 6 1%

36%

63%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

オンライン

リアル

記入なし

きっかけ 人数 割合
チラシ 92 22%
Facebook 97 23%
Twitter 11 3%
Instagram 10 2%
メール 18 4%
ネット検索 23 5%
図書館等での案内 51 12%
知人の紹介 143 34%
通りがかり 6 1%
その他 15 4%
記入なし 22 5%

22%

23%

3%

2%

4%

5%

12%

34%

1%

4%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

チラシ
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知人の企画

なんとなく
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参加理由 人数 割合
出演者に関心 140 33%
内容に関心 304 72%
知人の企画 78 19%
なんとなく 15 4%
その他 18 4%
記入なし 11 3%
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◼ ブックフェスタは地域社会の暮らしを豊かにする
きっかけになるか （複数回答可）

n=421 

◼ 参加しての感想（複数回答可）

感想 人数 割合
新たな知識を得た 268 64%
新たな人との出会いがあった 112 27%
思いもよらない本に出会った 65 15%
会話を楽しめた 144 34%
自分もイベント企画したい 5 1%
他のイベントに参加したい 96 23%
もの足りなかった 3 1%
その他 14 3%
記入なし 17 4%

n=421 
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もの足りなかった

その他

記入なし

地域の暮らしを豊かにするか 人数 割合
地域特性を知るきっかけになる 155 37%
地域の交流のきっかけになる 307 73%
地域への愛着が高まる 96 23%
ブックフェスタ期間以外での活動が必要 59 14%
ブックフェスタでは変わらない 1 0%
その他 6 1%
記入なし 28 7%
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その他

記入なし
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◼ イベントに参加しての感想

9/18 オープニングトーク
本の力で駅前空間は変わるの？「茅野の挑戦」

（まちライブラリー ブックフェスタ・ジャパン2021＠ちのセントラル）

ラスト２０分ぐらいからの参加でしたが、

・一箱古本市によって関係性・ネットワークが可視化される

・アクションしやすい環境につながる

・ソーシャルキャピタルが飽和状態になった時にあらゆることが起き始める

・リトルプレス・ZINE、地域誌を再発見して面白がる

・普段の日常を「生活史」として書く

など面白い発見がたくさんありました。

やはり、人が先にあり、その関係性を豊穣にするために「本」をどう生かすかという視点にいつも強い共感を覚えます。

「自分が楽しいと人も寄ってくる」その通り！だと痛感しました。

読者のための図書館から表現者のための図書館へという言葉が印象的でした。

教養主義とサブカルチャーのミックス。同感。図書館は表現へ、同感。

ラップもありだ〜。

いいデザイナー、編集者が地方にいる、実感してます。おつかれさまでした。

本を読む人など少ないと言われる中山間部の図書館に勤めています。どんなことができるかなと模索中です。地域の人たちが

自分も何かやってみたい、始めたいと思った時にその思いを受け止められる場になることが大事なのだろうと、お話をうか

がっていて思いました。

ありがとうございました。

それぞれの地域で、誰もが楽しく自由に意見を言えたり、表現できたり、お互いに調整し共有しながら、やりたいことを実現

できたり、そういう場があることが、豊かな生活や地域の活性、自治の実現につながっていく第一歩、ということを再認識さ

せていただきました。しかし、「生きるって（いい意味で）メンドクサイ」のですよね、とつくづく感じます。この面倒さも

「楽しむ」スタイルを、各自どう確立していくかが課題と思っています。

本には人がそれぞれに持つものがたりをつなぐ力がある、そんなツールに本をしたい。と思いました。

私が一箱古本屋やるとしたら、どんな本を並べるかなぁと考えました。そして「表現者」としてのスペース確保、これ公共で

もできるんじゃないかと考えました。

本がある楽しい場所を作りたいと思っています。

スピーカー皆様の想いや発想が聴け、参考になりました。

時世により、図書館の立ち位置・本の役割も変わり、これからの未来には読むだけではないコミュニケーションが広がるんだ

な、ということを改めて感じました。

ちょうど自分が読むことの先につながることを模索していたので事例を交えたお話がとても興味深かったです。

御三方がすごく楽しそうに語られるのを拝見していると、こちらもとてもワクワクしました。有難うございました。

生活者が自分の生活を残すために本を書く、といった内容の話が面白かった。

地域の歴史では、過去の住人の日記が貴重な資料となるが、未来に向けて現在の日記を残すイメージで書くと面白いかも、と

感じました。

コロナ禍にあって、本が持つ人と人とをつなぐ力をひしひしと感じています。

リアルでのブックフェスタイベントに参加できたらいいなぁと感じました。

これまでの様々な活動やご経験を踏まえ、本の持つ力や町づくりへのヒントなど、大変説得力のある、興味深いお話が聞けま

した。オンラインではありましたが、とても充実した時間が過ごせました。ありがとうございました。

テーマに「茅野の挑戦」とあるので、できれば地元の方を加えて、茅野に根差した、茅野固有の町づくりに関するような内容

もあったらよかったと思います。

本を通して人と人をつなげる活動、とても面白いと思います。コロナが落ち着いたらぜひ茅野の本にも出会いにいきたいで

す。

リアルでの参加はかないませんでしたが、行かれない場所でのイベントに参加できたのは、オンならではと思った。
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9/19 オープニングトーク
本の力で駅前空間を変える！「茅野からの提言」

（まちライブラリー＠ちのセントラル）

「まちの記憶」の重さを認識しました

角川の武蔵野ミュージアムの話や中央構造線までいろいろ盛り沢山で楽しいひとときでした

不登校など子どもたちの場づくりにも目を向けて話が進んでいたのが良かった。もう少しその話を聞きたかったし、参加して

みたかったです。

・「みんなの経験談を集めて町の記憶としてまとめる」

最近「自分史」が流行っていますが、まだまだ関心が薄いようです。

自分史とまではいかずとも一部の経験を集めて<町の記憶>を作ることは、視聴した時点では面白そうだと思いましたができあ

がり(ゴール)が魅力的なものかどうかイメージしにくかったです。

<本で人をつなぐ>という提言に対して、<ゴールが1冊の本>というアイデアはヒントになりました。

「学校や職場でもない、家庭でもない居場所」を持っているかどうかで人生の広がりができる気がします。

オンラインで直接話を聴くことは報告書だけを読むことより何倍も勉強になると感じます。昨年、今年と各地のイベントに参

加出来ることはとてもラッキーと思います。

図書館が未来のコミュニティづくりになることがわかった。

本を通して様々な世代の人との会話が生まれ、“駅にいけば誰かに会える！”という居場所になれば素敵だと思う。1時間だと

あっという間すぎて、もう少しききたかった。

本がある場を通して、人と人が触れ合えるコミュニティが、各地に広がってほしいと思った。

経験の共有、大人が忙しすぎる、、このあたりが、響きました

茅野はコロナ前に行ったことがあります。お話を聞いていろんなことを考えさせられました。また訪れる日を楽しみにしてい

ます。

色々と興味深い話が聞けて面白かった

『僕僕先生』のファンなので、ぜひ作家の仁木英之氏のお話を伺いたく参加させて頂きました。

以前から読書活動に力を入れている茅野市には、《本と屋根のある公園》として子どもの居場所となる“地区こども館”が市内

10ヶ所に開設されています。

仁木氏とコメンテーターの方々のお話に、〈作家さんと現地をオンラインで繋ぐ〉と云う提案がありましたが、今回のように
居ながらにして自分の好きな本の作家さんから直にお話を聞けると云う機会は、子ども達を始め私達ファンにとってとても貴
重な体験になると思います。
なにかと自粛を強いられるコロナ禍中ですが、新たに見い出される生活様式に、従来は思いもしなかった未来への展望が開か
れたように思えました。
地元のこれまでの活動の紹介の場はあるのか?おはなしかいとは別に

各地での様々な取組や、スピーカーの方々からの提言・アイデアなど、とても興味深く聞かせていただきました。
本や読書に限らず、これまで茅野市や近隣の地域で行われてきているいろいろな活動があり、それらとうまくつなげていかれ
ると、より効果？があるのではないかと、なんとなく思いながら聞いていました。
フリースクールの話題が出ましたが、図書館が心のシェルターになります

ブックフェスを機会に、常時本があり市民が集える場を駅前に作れると良い

9/23  オーナーズフォーラム
ブックフェスタ スペシャルバージョン

（まちライブラリー＠もりのみやキューズモール）

オーナー以外の、これからまちライブラリーを始めようとしている人たちにオーナーッズフォーラムを聞いてもらえたことは

とてもよかったと思います。さらに個性的に町と本を結ぶライブラリーが増えていけばいいですね。

ライブラリーを準備しています。たいへん参考になりました。「なるほど！」と思う様なことが多々ありました。ありがとう

ございました。

其々の画面背景から展示本棚のヒントをいただきました。

礒井さんからの問い合わせ返信メールは細やかな内容で分かりやすく、まちライブラリーへの興味がぐっと増した。今回のイ

ベント参加にもお声がけ頂き、感謝しています。開設に向けてまだ不明瞭な部分もあるが、スタッフ (古谷さん)の気配りとや

りとりで少しホッとした。ありがとうございます。今後も何卒よろしくお願い申し上げます。

オーナーさんたちの熱意が伝わってきました。運営費用のためのグッズ販売などもまた楽しさにつながると思いました。

毎回紹介されるまちライブラリーですが今回は運営についても細かく検討されていて内容共有いただきとても興味深かったで
す。また、今までのオーナーズフォーラムの歩みも知れてよかったです。
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9/25 「学生×地域市民の居場所」対話 ～オンラインの可能性を考える～
（まちライブラリー＠OIC）

10/2  本の桃源郷で妄想トーク （まちライブラリー＠奥多摩ブックフィールド）

いろんな方の話が聞けて興味深かった

大変参考になりました。有り難うございました。

卒論研究に関わって、お話を聞きたいと思っていた桜井先生並びに、もともと親交があった入江さんのお話を聞いて、自分の

研究に活かせる情報を得ることが出来たため、とても良かったです。

非常に参考になりました

色んな世代の方々のオフライン、オンラインコミュニティの関わり方が聞けて、とても参考になりました。自分としてもオフ

ラインとオンラインの関わり方を考えていくいい機会となりました。ありがとうございました。

オンラインだとネット状況が悪い時に内容がとぎれてしまったり声が聞こえずらいときがあるのが不満。しかたなくこちらの

問題かもしれませんが。

皆さんのお話が聞けて、勉強になりました。

特に、学生（10、20代）の人の話を普段あまり聞く機会がなく。オンラインのコミュニティをもっと重視していると思ってい

たが。リアル、オンラインともメリットデメリットがあり使い分けている事がわかってとても参考になった。今後のコミュニ

ティづくりに活かしたい。

参加させていただき、ありがとうございました。コロナ禍の中、コミュニティの新たな模索の必要性を感じました。

オンラインでの参加でしたが、またリアルとは違ったおもしろさがありました。参加者一人お一人のご意見、感想が聞けたこ

ともよかったです。ありがとうございました。

このコロナ禍でオンラインでの交流が盛んだが、それだけでは何か物足りない。リアルな交流があってこそ繋がりや愛着を深

まると思った。

副題の「オンラインの可能性を考える」に関して多くの示唆を得られた。

当日はマイクオンできず発言はできませんでしたがみなさんのお話を興味深くうかがいました。

リアルとオンラインのコンタクトをどう活かしあっていくか、それぞれの立場を含めたスタンスや考えをお聴きし、自身を振

り返り整理することができました。ありがとうございました。

リモートワーク中、オンラインだめで、多様な人間関係が作れるのでしょうか

本の可能性は、無限に広がるなと思いました

すべては楽しい妄想から始まると感じました。楽しかったです。ありがとうございました。

本のふるさとタウン構想、面白いですね。奉公先の大店（棚）の旦那様が亡くなって、暇を出されてしまい、家に帰ることも

できず、やさぐれている本の姿を思い浮かべました。。。

中島みゆきの「ホームにて」が聞こえてくる。

廃墟本棚の妄想にワクワクしました！

ありがとうござました。

スヌーピーの本がそろっているまちラブラリーを再訪したいと思います！

またやってもらいたいです。

地域情報もおりまぜるとはいえ、せっかくのオンライン開催なので、もっと全国に事前告知してオンライン参加者が増えたら

いいですね。

スヌーピーの本が想像以上にたくさんあって驚きました。

スヌーピーよりもピーナッツが好きなんだよなぁと思っていたら、「スヌーピー好きとは言いますが、ピーナッツが好きなん

です」と言ってらして、そうだよねー！とうれしくなりました。

スヌーピーの産みの親であるシュルツがどのような人物であったかを初めて知ることができてよかったです。また、茅野の方々とオンラインで同時
にイベントを共有できたことで内容に深みが出ていたように思います。ありがとうございました。

10/3  まちライブラリーと南町田グランベリーパーク、スヌーピーとの出会い
（まちライブラリー＠南町田グランベリパーク）

皆さんの息が合ってよかったと思います。楽しかったです。

戯曲はやっぱりみんなで読むと面白い！　小説『炎の人』は知っていましたが、戯曲は知らなかったし、日本人が書いている

とはびっくりでした。三好十郎の想像力がすごい！

他の方々と初めてお会いできて、楽しい時間を過ごせました。

興味のある分野のイベントをやっている場があるのは素晴らしいことです。

10/8  戯曲を読む会vol.3 『炎の人』を読む （まちライブラリー＠ひびうた文庫）
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10/10  千歳まちライブラリー 復活の狼煙！ （まちライブラリー＠ちとせ）

10/17 ブックフェスタ実行委員長セッション
「スポーツツーリズム」と「ブックツーリズム」を語る

（まちライブラリー＠もりのみやキューズモール）

発表が冗長であった。

まちライブラリーのイベントにはじめて参加しましたが、いろいろな立場から、「本」や「地域」などについてのご意見や話

が聞けて、とても有意義な時間を過ごすことができました。自分自身へのよい刺激にもなりました。

千歳まちライブラリーの復活をとてもうれしく思い、ぜひその経緯や今後のお話を聞きたく参加させていただきました。（ま

た、それぞれ別に存じ上げていた嶋田さん、佐藤さんがここでご一緒されるとは！という驚きもありまして。）千歳まちライ

ブラーが再開されましたら、ぜひお訪ねしたいと思います。楽しみにしています！

千歳まちライブラリー復活おめでとうございます。現地参加が叶わず残念でしたが、パネリストの方々のお話は非常に興味深

かったです。「まちライブラリー」は、単なる私設図書館という役割を超えて、サードプレイスとしての居場所だったり、

「市民＝当事者」意識の醸成につながるといった大きな可能性を秘めている仕組みだと思います。北海道内にもたくさん増え

るといいですね。北海道ブックフェスとしてもこれからも連携していけたらと思います。ありがとうございました。

さとうさんの”みんなに向けた選書だと誰も手にとってもらえない。この人にこの本をが大切”というお話が印象に残りまし

た。

まちライブラリー通信7，8月号に千歳まちライブラリーの復活のことが載っていて、興味がありました！とても刺激を受けた

イベントでした。ありがとうございました。

ライブラリに行きたくなりました。

ちとせのことを愛している人と話せてうれしかったです。

初めて参加させていただきました。新たな人との出合いがあり、今後の千歳市の未来に楽しみが増えました。

これからのまちライブラリーを知ることができました。

話が世界レベルまで発展して楽しかったです。

高松さんの著書に興味があり、今回初めて参加させていただきました。

私は、お話にも出てきた社交ダンスに競技として取り組んできました。また、ダンススタジオも経営しています。とても参考

になるお話を伺うことができたのと同時に、さらに色々と取り組んでいきたいと思いました。

また、まちづくりもとても面白いと思ったので、ダンスに関連して何かできないか考えてみたいと思います。

国民性・地域性のお話などもとても興味深く、興味を刺激された時間でした。

ありがとうございました！

高松ドイツの事例の話がとても興味深くきかせてもらいました。スポーツ団体の経営資源など、キャッシュフローが気になり

ました。本を購入しようと思います。ありがとうございました

ドイツのストリートライブラリー、大阪の寄付文化、マラソンとチャリティー、色々な気づきがありました。

ドイツの町と日本の町の違いが興味深かった。日本は戦後町の一つひとつの特性を重視することなく、地方が活性しなかった

と知った。これからは地方の町が生き生きする方向に進んで欲しい。そのためにもまちライブラリーの活動が大切と感じた。

ありがとうございました🙇♀️

とても勉強になりました。ドイツのお話も聞かせて頂き、大変興味深かったです。またお聴きしたく思います。私も地域のお

役に立てればと思います。ありがとうございました。

講演を聞いて自分なりにタイトルを考えてみました「ドイツのスポーツコミュニティに学ぶ日本のブックコミュニティの在り

方」という印象を持ちました。日本は経済成長を目指し、ドイツは生活の向上を目指す。という根本思想の違いを伺い大きな

学びになりました。国を超えた学びの場はとても有り難い機会です。感謝 !

とっても共感出来る内容を聞けました。ありがとうございました。さらにドイツでのスポーツ都市への具体的な進め方を知り

たかったです。

一般社団法人まちライブラリー 32



9/23 ピクニックライブラリー＆一箱古本市

10/24  マイクロ・ライブラリーサミット2021
（まちライブラリー＠大阪府立大学 他）

まちライブラリーは、自分自身がやりたいことを実現するためのひとつの「手段」という言葉に共感しました。ありがとうご

ざいました。

学生さんの論文が素晴らしくて、驚きました。

人と関わる事が苦手でも本を通すと話せる事があると思った　本は人の言葉でできてるから人と面と向かうことは難しくても

本なら入りやすい入り口になると思うから。

全国の多彩な活動を知ることができてよかった

ブックフェスタがある事で、何かしたいと思って行動に移すきっかけになるし、積極的に楽しもうと思う♫

いろんな地域のいろんな活動を知ることができて参考になりました。学生さんの研究発表も良かったです。まちライブラリー

の輪がもっともっと広がればいいと思いますが、そのためには、もっとみんなに知ってもらわないといけないですね。

多くの発表を聞き、ライブラリー環境の違いや目指す目的など様々で、まちライブラリーが今、そして未来に必要とされてい

る可能性を感じました。

発表者として参加させていただきありがとうございました。

午後所用があり午前中しか聴講できなかったがいろいろ参考になった。機会があれば都内のどこかのまちライブラリーを訪ね

てみようと思った。ありがとうございました。

まちライブラリーを地域を取り込むツールの一部として考え、目標がしっかりしている運営者が多くなった印象を受けまし

た。知る権利や学びの場の保証といった公共が果たすべき役割を考えなくてよい柔軟で自由な対応ができるのは、今後のまち

ライブラリーの展開の広がりの可能性とも感じます。まちライブラリーと公共、どちらが良い悪いでなく、立場・目的として

住み分けをきちんとして、連携できるところで連携できれば「本」の世界そのものが広がっていき、厳しくなってきた本の業

界を盛り上げていけるのではと思っております。今後も楽しみにしております。

参加させていただいてありがとうございました。各ライブラリーの工夫や取り組みを知ることができて、大変興味深かったで

す。

防災（減災）の観点でも、主体性や自分事の必要性が重視されていますが、同じように、平時からコミュニケーションや対話

のある場において主体的につながる場を作っていくことが必要と感じています。そういった公共性の高い場を、行政が作るの

を待つのではなく、主体的に作っていくことが、根本的な解決ではないにせよ、自分の身近な地域が住みやすくなることへの

近道ではないかと感じました。

マイクロライブラリーを開設してみたいと思い参加したが、皆さんの志の高さに圧倒されました　小さな事からでも始めない

と何も動いてはいかないのだと痛感させられました

オンライン参加ならず、でしたが、休憩時間に パソコン画面上に私のInstagram投稿が流れてたよー、とハピネスバコさんに教

えてもらいました。ピックアップいただいて、ありがとうございます。意外に#ブックフェスタ2021 や #本棚見せて2021 で投

稿してる方、少なかったですね。zoomのオーナーズフォーラムもなかなか入れずですが、webの報告は読んでいますー。また

家事、子育ての隙を見つけて ZOOMもお邪魔します。

日本各地でのまちライブラリーの様子が分かってよかったです。自分の活動の参考にもなりますし、どこかへ行ったときはそ

の町のまちライブラリーを訪ねてみたいと思いました。

マイクロ・ライブラリーサミットに参加して、自分が住む周りにもまちライブラリーがあったらいいなと感じました。どのま

ちライブラリーも魅力的でした。
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まちライブラリー＠もりのみやキューズモールでのイベント

ピクニックライブラリー

暑さ対策をお願いします

久しぶりのイベント参加ですごくスッキリしました。ヨガがとても分かりやすくて良かったです。小さなお子様が参加されて

て、楽しそうでした♪先生が優しくて良かったです。

外で本を読むのが新鮮だった。

読み聞かせが大人の私も楽しめた。子どもと一緒に参加できてよかった

好天でよかったです。外でのヨガは気持ちよい！

ブックツリーをつくろう

子どもの気持ちになりました

途中から木の皮を表現したくて、もっと楽しかった

SDGｓ　陸の豊かさを大切に

感動しました。お話しの世界に入り込んで、楽しませていただきました。

アメフトを楽しもう！

アメフトを見たくなりました

ありがとうございました。

久しぶりにアメフトを見つめなおすことができました

また時間があればお願します

イタリアンカラーのフェルトボールモビールをつくろう

ワークショップ型のイベントは作品も作れて、会話も弾みました

お手持ちの筆記具でカリグラフィー

字を書くことが好きなので、楽しかった。もっとたくさん体験してみたかった。

カフェスタイル勉強会～MamaCafé

今後も機会があれば参加したいです

他のイベントにも参加してみたいと思います

 キラリ・カルタで自分らしさを再発見

楽しく自分を振り返ることができました

ドリンクもおいしく、広々とした雰囲気もよかった

話しやすい空間で、気軽に話せた

楽しかったです

新しい出会いに感謝

ストーリーがみえるジャズ

とても良かったと思います。有難うございます。音楽のイベントも年に何回かあればもっと良いかと思います

コロナでイベントが中止になっている中、やっと好きなLIVE♪を聞くことが出来て良かったです

今日、初めてジャズの会に参加しましたが、とても良いと思いました。月1回くらいで企画して頂くと嬉しいです。

久しぶりに利用させて頂きましたが、本好きなのでテンション上がります

フリーフェスが中止になる中， jazzをフリーで聴けるのは大変ありがたい。

予想以上の演奏だった。楽しかった

ぶらりまちライブラリーラリー

みんなと企画で久しぶりに再会できてよかったです

人とリアルに話す、聴く、って大事なことだとおもう

久しぶりに皆さんに会えてよかった

ありがとうございました。

駅のメロディが面白い

知り合いが新たに出来て楽しかったです。内容的にも普段意識していなかった駅メロに興味がわきました。

駅メロを意識したことが無かったのですが、これから楽しみが増えました

楽しく時間を過ごせました

感想カードを読もう

他の人がどのようにその本を読んだのか、わかりました

好みが出ておもしろかった

知っているメンバーでも色々な角度からの意見交換が結構盛り上がって楽しかった

戯曲をよむ

なかなか無い経験が出来て、すごく楽しかったです。貴重な機会をありがとうございました！

近くにあれば、ぜひまた活用したいと思いました。また、機会があれば来たいです。

実物の人形の機構を見せて頂き、劇の裏側を知ることが出来た。有意義なイベントでした！

参加するにあたって、久しぶりに本を読みました。また、本を読む楽しみを思い出しました。

似顔絵&塗り絵、お絵かき！

大変楽しかったです

自分の想いを大切にするためのコミュニケーション

初めての参加ですが楽しかったです

進化するマンホール

とっても楽しかったです

楽しかったです！

楽しかったです

とっても有意義な時間を過ごさせていただき、ありがとうございました。

久々のリアルの企画でもりのみやに来れて良かった
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まちライブラリー＠南町田グランベリーパークでのイベント

谷川マユコの絵本ライブwithひだまりのお話し会

外でやるのにお天気が心配だったのですが、今回はお天気に見方してもらえました。気持ち良いイベントとして思い出に残れ

ばいいなと思う次第です。

スタッフの皆様に支えていただきました。ありがとうございます。

外での読み聞かせ、気候も良くとても楽しかったです。

大人でも楽しめることもやってほしい

楽しい時間を大人も子どもも楽しめる企画をこれからもやってください。

音が入ると、絵本のストーリーが生き生きとしてとても良かったです。

音楽で世界が広がって楽しかったです。

生演奏での読み聞かせ、すごく楽しかったです。

とても楽しく、心あたたまる時間でした。絵本・紙芝居、すべて素敵でした。音♡さいこー♡

気分はパリジェンヌ！秋を束ねる

昨日は大変楽しい時間を提供して頂き、

感謝感謝でございます。とても雰囲気の良い

イベントとなりましたね。機会がありましたら

また是非参加させて下さい。よろしくお願い致します。

コロナでうつうつとしがちな生活に明るい気持ちをプレゼントして頂きました‼楽しかったです。

楽しく参加できました！また参加できたらウレシイです。

とても豊かな時間を過ごすことができました。

花の名称を知り得た。フランスでの花との豊かな生活を背景を思い浮かべながら作る事ができた。楽しかった。

絵本/紙芝居の読み聞かせ

とても素敵な企画だと感じました！日常と非日常が組み合わさって、色々なことを感じました。これからも続いたら嬉しいです！

絵本を楽しむ大人の会「えほんのとびら」

絵本を囲んで語り合う時間はとても楽しく新たな発見があります。

やっぱりリアルはいいなぁと実感しました。

絵本を通して知ってみよう！認知症のこと

笑顔が一杯の方達ばかりで嬉しくなりました。これからもきっと大丈夫だと思いました。

実にうれしかった。人と会う機会がない時なので「みなさんありがとう」

認知症の人に「大丈夫だ」と言える心の余裕が持てる人間になりたいです。

秋のよき天気のもと、会合が持ててよかったです。関連図書を用意くださりTHANKS

はじめての参加で様子が全く分からなくて落ち着きませんでしたが、次回の会にも是非お仲間に入れていただけたらと思って

居ります。

たのしい時間をありがとうございました。がんばります。

気軽に書道

ほめていただいて、進歩しているのが嬉しいです。

年賀状の練習ができてよかったです。

先生の達筆にひたすら感動しています。

年賀状の書き方を練習しました。たのしいですね。

久しぶりに日本の真髄にふれ、心新たに

星のおはなし会

小学校1年生の子どもにもお話しの内容がわかりやすく楽しかったようです。星座にまつわるお話しにも興味が出てきたよう

で、今後の学びにつなげられそうです。

こぶしで角度を測れるなど具体的でとてもわかりやすく自分でも探してみたいと思いました。とてもわかりやすく楽しかった

です。おはなしが楽しかった。

生け花

初めての生け花にとても感動の連続でした。とても落ち着いた時間を過ごしました。

全くの初心者でしたが、教えていただいた通りに配置していくと素敵に生けられてびっくりしてしまいました。すごく楽しい

時間でした、どうもありがとうございました。

積読ってダメなこと？

色々な方とお話しできて楽しかったです

主催者が大学生だったので、若い世代の考えを知る機会になると思い参加しました。若者応援の気持ちも。主催者の方が自然

体で話を進めて下さったので、話がしやすかったです。普段なかなか若者世代と交流するチャンスは無いので貴重な時間でし

た。世代を超えても本の話で盛り上がったり共感できました。楽しい企画を有難うございました。

地図を描いてみよう！本の探偵団in南町田

突然でしたが、シゲキをいただきました。ありがとうございました。

地図という切り口から地域のこと、自分の趣味、コミュニケーションとすべてつながっていて面白いと思いました。

朝採れ町田野菜のマルシェ

岡ゼミと知り合えてよかった

読書名刺を作ろう！

良い経験をさせてもらいました。

読んだ本をまた改めてその時の気持ちが思い出せて楽しい時間でした。

本と自分を紹介する”名刺”というツールは面白い！と思いました。これから使っていきたいです。

本を紹介することが自分を紹介することにつながるのだなと感じました。難し（考える）かったけど、楽しかったです。この

ようなイベントが増えて、たくさんの人に体験してほしいです。
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ISまちライブラリーでのイベント

なに和の日 : プーアル茶を喫する

プーアール茶、おいしかったです。

旅行などで行ったり中国を少し深く知れました。美味しくお話ができる時間が貴重だなと、改めて感じました。

一日限りのIS古本市

面白かったです。ありがとうございました。

小規模なイベントだからこその楽しさを再認識できました

みんなで民話

知らない事知る機会になってよかったです。

アイヌのお話や知っていることをお話したところ、喜んでもらえて嬉しかったです

オンラインでつながる現実世界と仮想世界

コロナ禍がおさまり、もっと自由に動けるようになったらいいですね。

まちライブラリー＠OICでのイベント

LibraryでLiveあり？　Vol.6

本の情報を交え、たのしく交流できてよかったです

岸和田の図書館でカープを語る会

カープの話ができて楽しかった

大変面白かった

またよろしくお願いします

歴史カフェ「南北朝期の久米田寺」

また是非参加したい

いろいろ学べてよかった

久米田寺の地域に果たした役割が少しわかりました

まちライブラリー＠岸和田としょかんでのイベント

ぐうたら文庫で悪役令嬢を語ろう

ラノベに興味があり参加しました。紹介してもらった本もどれも面白そうで、読みたい気持ちが沸き上がってきました。あり

がとうございました。

楽しい時間でした！読んでみたい本にも出会えました。

好きな漫画をテーマにみなさんとお話しできて楽しかったです！

悪役令嬢、これからたくさん読んでみます。

座談会のようなイベントで普段は話すことができない趣味の本の話を話せてとても楽しかったです。

まちライブラリー＠ぐうたら文庫でのイベント
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大阪府立男女共同参画・青少年センター (ドーンセンター)情報ライブラリーでのイベント

まちライブラリー＠Co・lab香芝でのイベント

ブックサロンときどきシネマ

（映画感想）自然体で発表したことを評価します。行動を共にしていた堀田さんの言葉等に感動しました。

（映画感想）自分も人とのコミュニケーションが苦手で、主人公が哲さんに叱られている場面は辛かった。

（映画感想）とてもいい映画だった。身近に同じ境遇の人がいるので、自分ももう少し思いやりを持つことが大切だと、たく

さんの気づきがありました。

（映画感想）大変おもしろかったです。AYAさんの正直な映画づくりに心打たれました。哲さんはすごく人間ができた方だ

なぁ、本当にお坊さんじゃないのかと思いました。

（映画感想）『スタートライン』もう一回観たいです。パートナーの大切さもよくわかる映画でした。私もロードサイクルと

ヘルメットを買おうと思います。

（映画感想）ろう者の方が初対面の人と話すこと、コミュニケーション、初めての場所でのとまどいが自然に表出されている

作品で、いろいろ考え感じることができました。堀田さんがすごい人だったように思いました。

読書会「伝説の新人」

この度、知人の紹介で本イベントに参加させていただきました。「伝説の新人」という本のタイトルからは、５０代のおじさんには少しお角違いなの
ではという不安がありましたが、参加してみて本当に良かったと思います。新しい知識や忘れていた思いなど気づきがたくさん得られたと思ってい
ます。次回があればまた是非参加させてください。素敵なイベントにお誘いいただき本当にありがとうございました。
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広 報 物

◼ Webサイト

公式サイト
https://bookfesta.machi-library.org/

◼ 全国版 フライヤー (三つ折り） 25000部配布

◼ 書籍

ブックフェスタ・ジャパン2020の奇跡をまとめ
た書籍を、今回のブックフェスタ開催にあわせ
2021年9月18日に発行した。

『ブックフェスタ 本の磁力で地域を変える』
発行：まちライブラリー 四六判
264ページ
価格 1,819円+税

ISBN978-4-908696-05-3

◼ SNS

Facebookの「まちライブラリー」
ページを中心にTwitter、Instagram
を通じて広報を実施した。

◼ 茅野エリア版 フライヤー

7000部配布
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メディア掲載

◼ 9/14 財経新聞

https://www.zaikei.co.jp/
releases/1413945/

http://release.traicy.com/
posts/20210914297728/

◼ 9/14 TRAICY 

◼ 9/17 北海道新聞
◼ 9/18 長野日報

http://www.nagano-np.co.jp/
articles/83169

◼ 9月号 広報ちの◼ 9/22 信濃毎日新聞
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◼ 10/1 NHKラジオ第一
大阪局

◼ 9/30 タウンニュース
（神奈川県全域・東京多摩地域）

https://www.townnews.co.jp/0304/
2021/09/30/593652.html

◼ 10/7 新文化 ◼ 10/12 北海道新聞

◼ 10/14 NHK信濃 ◼ 10/13 北海道建設新聞
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◼ 10/24 長野日報
http://www.nagano-np.co.jp/
articles/84762
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