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まちライブラリー
ブックフェスタ・ジャパン2022実施概要
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◼ 実施期間
2022年9月2日（金）～10月30日（日）

◼ 運営
主催：まちライブラリーブックフェスタ・ジャパン2022実行委員会
共催：大阪公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
事務局：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
を顕在化させ、本と人、人と人との出会いを生みだすことを目的に
実施した。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多数開催した。

◼ まちライブラリーブックフェスタ・ジャパン2022の特徴
ブックフェスタ in 関西としてスタートした2015年から実施期間は

一カ月間であったが、本年は2カ月間とし、全国各地を巡回するよう
な形式とした。その結果、北海道や長野県、大阪府で比較的参加者
が多く集まるイベントを実施することができた。特に北海道千歳市
では、本年再オープンしたまちライブラリー＠ちとせが中心となり、
地域住民と連携しエリアマネジメントの視点で多彩な企画があり、
地域コミュニティ活性化の一翼を担った。
静岡県焼津市や伊東市、宮崎県小林市では正式イベントとして申

請はなかったが、地域ぐるみで数多くの多彩なイベントが開催され、
まちライブラリー提唱者の礒井純充が訪問し講演などを行った。こ
れらは、各地で活動するまちライブラリーの運営者らが中心となり、
本を用いた人の活動が全国各地に広がっていることの証左といえる。
また、マイクロ・ライブラリーサミットは10回目の節目となり、

過去の発表者からの近況報告会を行った。全国各地の小さな活動が
継続し、新たに加わる活動があり、本に関わる活動が各地で展開さ
れていることが確認できた。



まちライブラリー
ブックフェスタ・ジャパン2022
正式申請イベントの192件について

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 はちらぼ

まちライブラリー＠南町田グランベリパーク
まちライブラリー@ブックハウスカフェ

神奈川県 まちライブラリー@横浜キノコ文庫
長野県 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅

北村重憲記念 癒しと憩いのライブラリー
アトリエ&ホステル ナギサウラ（うさみみ まちL）

三重県 まちライブラリー＠ひびうた文庫
京都府 まちライブラリー＠ハピネスカフェ

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
ISまちライブラリー
菱屋西染め色遊び
ぐうたらぶんこ
ホンノわとわ
まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ
まちライブラリー＠みのり文庫、Cafébeansまちライブラリー
まちライブラリー＠一乘会
まちライブラリー＠ファレ＊ティプア
まちライブラリー＠＆香芝
まちライブラリー@学びスペースfuyuSharing
まちライブラリー@co・lab香芝

兵庫県 『はるのうた』まちライブラリー
すてっぷ情報ライブラリー
とよなかすてっぷ情報ライブラリー
河内長野市立図書館
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
豊中市立庄内図書館

その他 大阪府 人形劇団クラルテ

公立・専門図書館 大阪府

まちライブラリー

東京都

静岡県

大阪府

奈良県

◼ 参加ライブラリー一覧

カテゴリー 件数
公立・専門図書館 28

まちL 163

その他 1

合計 192
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◼ イベント一覧

実施日 ライブラリー名 形態 イベントタイトル 実施方法
8/28 えほん文庫てんてんとム〜シムシ まちL 絵本おはなし会 リアル
9/1 すてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「ヤコブへの手紙」 リアル
9/2 大阪歴史博物館 なにわ歴史塾 公立・専門L 蹴鞠（けまり） リアル
9/2 まちライブラリー＠＆香芝 まちL オンライン読書会　本の磁力で地域を変える　課題本｢ブックフェスタ｣(序章、1章） オンライン
9/2 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL ステキな素晴らしい時間を過ごせるようになるマヤ暦 リアル
9/3 まちライブラリー＠ちとせ まちL ワンデイブックス2days in ちとせ（BOOKまーけっと） オンライン
9/3 すてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「ヤコブへの手紙」 リアル
9/3 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 心も体もわくわくふわふわ♡ハッピーぬりえ リアル
9/3 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL ちょっと茶の湯を楽しみませんか リアル
9/3 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL えほんのとびら リアル
9/4 まちライブラリー@横浜キノコ文庫 まちL キノコゆうびんで本の交換会 リアル
9/5 すてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「ラビング」 リアル
9/8 すてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「ラビング」 リアル
9/8 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL ラジコで英語を音読しよう！ リアル
9/8 まちライブラリー＠ちとせ まちL じもじょき.netちとせ・コワーキングTIME リアル
9/9 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL アルバムカフェＶｏｌ．66 ※館内参加のみ リアル
9/9 まちライブラリー＠ちとせ まちL ８・９月生まれのお誕生日会 リアル
9/10 まちライブラリー@学びスペースfuyuSharing まちL いつもの「まちライブラリー」読書会 リアル
9/10 すてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「ラビング」 リアル
9/10 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL 「みんなで作るオープンデータに触れてみよう」ハイパーセミナー④「モノ」 リアル
9/10 まちライブラリー＠ちとせ まちL フードバンク千歳フードドライブ リアル
9/11 菱屋西染め色遊び まちL お月見ヨガ(椅子ヨガver.) リアル
9/11 菱屋西染め色遊び まちL ブックトーク リアル
9/11 菱屋西染め色遊び まちL お月見ヨガYoga SAMADHI 大阪 東大阪ヨガ教室 リアル
9/11 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL 絵本読み聞かせ会（午前の部）※館内参加のみ リアル
9/11 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL 家事がラクになる！お片付け相談会vol.16 ※館内参加のみ リアル
9/12 すてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「オフサイド・ガールズ」 リアル
9/14 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL まちライブラリー＠OIC　お茶会 リアル
9/14 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL トムの絵本タイム(Reading time by Tom) ※館内参加のみ リアル
9/14 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL お子さまのフォトフレームをつくろう リアル
9/15 すてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「オフサイド・ガールズ」 リアル
9/15 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりの会議（昼の部）※館内参加のみ リアル
9/15 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりの会議（夜の部）※館内参加のみ リアル
9/15 まちライブラリー＠ちとせ まちL キモノ☆ティータイム リアル
9/15 まちライブラリー＠ちとせ まちL カーボンニュートラル講座 リアル
9/16 まちライブラリー＠＆香芝 まちL オンライン読書会　本の磁力で地域を変える　課題本｢ブックフェスタ｣ オンライン
9/17 すてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L  ミニ上映会「オフサイド・ガールズ」 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 まちL へんぐれ編集部　読み聞かせ会＃１ リアル
9/18 ぐうたらぶんこ まちL ハンコをおしてぐうたらぶんこの本を作ろう リアル
9/18 はちらぼ まちL 植本祭「わたしとあなたの本との時間」 リアル
9/18 まちライブラリー＠ちとせ まちL キラキラデコ小物入れ リアル
9/19 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 地域の新しい公共の場としての図書館 リアル
9/21 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL おそらく日本で何番目かに早い丹後ウルトラマラソン参戦記＆BookTalk リアル
9/22 すてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「SNS」 リアル
9/22 ホンノわとわ まちL ブックトーークvol.5瀬戸内寂聴さんについて話そう リアル
9/22 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 三浦綾子読書会『母』第二章を読む リアル
9/22 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL モモを英語で読む会 ※館内参加のみ リアル
9/23-24 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅 まちL マルシェin ワークラボ リアル
9/23-25 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅 まちL 自由通路古本市＠茅野駅 リアル
9/23 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅 まちL スペシャル・トーク：たった1人からはじまった 日本一の子ども達の居場所づくり リアル
9/23 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅 まちL まずはヤッテミレバ！ ワクワクが動き出す 小商いのお話会＆ワークショップ リアル
9/23 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅 まちL こども絵本づくり ワークショップ リアル
9/23 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅 まちL 大人のブックトーク「そうだ！古典を読もう！！」 リアル
9/23 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅 まちL 大人のブックトーク「そうだ！古典を読もう！！」 リアル
9/23 まちライブラリー＠ちとせ まちL 北海道千歳朝カフェの会 リアル
9/24 すてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「SNS」 リアル
9/24 『はるのうた』まちライブラリー まちL 朗読会＆座談会　 著者と読む 『仕事で大切なことはすべて尼崎の小さな本屋で学んだ』 リアル
9/24 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 陰陽五行を使ったセルフカウンセリング 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 まちL アメリカで学んだ子育て方法ー日本とアメリカの違いー リアル
9/24 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL ひだまりのお話し会 リアル
9/24 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL コスモサークルを作ろう リアル
9/24 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅 まちL 季節の花のブーケづくり リアル
9/24 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅 まちL 絵本の読み聞かせ リアル
9/24 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅 まちL ワンダリングチャレンジ＠ 茅野 リアル
9/24 まちライブラリー＠ちとせ まちL ビブリオバトル・オンライン リアル＋オンライン
9/24 まちライブラリー＠ちとせ まちL 千歳市民団体とU２５おしゃべり会 リアル
9/24 まちライブラリー＠ちとせ まちL ウッドカービング・ファミリー9月講座バターナイフを作ろう リアル
9/25 まちライブラリー＠ファレ＊ティプア まちL 喫茶ティプア ～ドレスコードはお気に入りの一着！～ リアル
9/25 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL ハルカスまでアルカス　新世界～西成～ハルカス　コースを歩きます リアル
9/25 まちライブラリー＠ちとせ まちL まんが部 リアル
9/26 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「そして父になる」 リアル
9/26 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL 家事がラクになる！お片付け相談会vol.17 ※館内のみ リアル
9/28 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL みんなで朗読をやってみよう！ リアル
9/28 まちライブラリー＠東大阪市文化創造館 まちL ビブリオバトル＠東大阪市文化創造館 リアル
9/29  とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「そして父になる」 リアル
9/29 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 英語で語り聞かせ・読書♪♪ リアル
9/29 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 中国の詩 リアル
9/30 まちライブラリー＠＆香芝 まちL オンライン読書会　本の磁力で地域を変える　課題本｢ブックフェスタ｣ オンライン
9/30 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 源氏物語を読む会 リアル
9/30 まちライブラリー＠ちとせ まちL 史上初！ブラックホール撮影に成功　本間希樹先生講演パブリックビューイング リアル

NO.1  8/28~9/30
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実施日 ライブラリー名 形態 イベントタイトル 実施方法
10/1 北村重憲記念 癒しと憩いのライブラリー まちL  礒井純充さん講演会『本をきっかけにつながろう! まちライブラリーのススメ リアル
10/1 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「そして父になる」 リアル
10/1 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL ワクワク楽しいハッピーぬりえ 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 まちL 佐野陽子館長 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 まちL 新人声優たちが読みます！朗読会　※館内参加のみ 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 まちL 【まち歩き】せっかく大阪城公園の近くだから、秋の虫の声、聞きに行こうよ 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 まちL 新人声優たちが読みます！朗読会②　※館内参加のみ 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 まちL ハルカスまでアルカス　新世界～西成～ハルカス　コースを歩きます リアル
10/3 まちライブラリー@ブックハウスカフェ まちL 書店・図書館・まちライブラリー　本のある新たな公共空間を目指して リアル＋オンライン
10/3 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L  ミニ上映会「アルバート氏の人生」 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 まちL 門脇裕子館長 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 まちL 【まち歩き】森の宮周辺、歴史散歩 リアル
10/3 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL ようこそまちライブラリーへ リアル
10/4 河内長野市立図書館 公立・専門L 移転開館20周年＆新コーナー開設記念展示 リアル
10/4 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 美しい音読を愉しむ♪ リアル
10/5-10 人形劇団クラルテ その他 人形劇団クラルテ　第122回公演 お気に召すまま　As You Like It リアル＋オンライン
10/6 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「アルバート氏の人生」 リアル
10/6 まちライブラリー＠ハピネスカフェ まちL 植本祭week リアル
10/6 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL 【まち歩き】十月桜と伝承に出会うまち歩き　in 大阪城公園 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 まちL 【まち歩き】難波宮を歩いてみよう 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 まちL もりの植本祭  ひろみんとアソボーッ！あそぼーっ！ 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 まちL もりの植本祭  街ランソムリエおすすめ街ラン試飲 　森ノ宮界隈をちょこっと走ろう！ 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 まちL もりの植本祭  名木から学ぶ 想いを言語化するワークショップ リアル
10/8 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 公立・専門L 国際ガールズ・デー上映会『Girl Rising～私が決める、私の未来～』 リアル
10/8 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「アルバート氏の人生」 リアル
10/8 まちライブラリー@学びスペースfuyuSharing まちL いつもの「まちライブラリー」読書会 リアル
10/8 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりの植本祭  家事がラクになる！お片付けワークショップ リアル
10/8 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりの植本祭 つまみ細工　ワークショップ第１ターム リアル
10/8 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりの植本祭  日記をひもとく リアル
10/8 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりの植本祭  地図のブックカバーをつくろう！！ リアル
10/8 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりの植本祭  昔の時刻表であそんでみよう リアル
10/8 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりの植本祭  本の森で響くコトバを探してみよう リアル
10/8 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりの植本祭  トークイベント「上町台地と大阪城」 リアル
10/8 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL ちょっと茶の湯を楽しみませんか リアル
10/8 まちライブラリー＠東大阪市文化創造館 まちL えほんはともだち『えほんとわらべうたであそぼ』 リアル
10/8 まちライブラリー＠東大阪市文化創造館 まちL アロマストーン作りとアロマのお話し リアル
10/8 まちライブラリー＠東大阪市文化創造館 まちL “温活”体を温めセルフケアで女子力UP！ リアル
10/8 まちライブラリー＠東大阪市文化創造館 まちL 片付けが楽になる収納は！？あなたにあった収納方法を知ろう！ リアル
10/8 まちライブラリー＠東大阪市文化創造館 まちL 私たちの生活に密着した「コモンズ」を目指して！ リアル
10/8 まちライブラリー＠東大阪市文化創造館 まちL ビブリオバトルin植本祭2022 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 まちL もりの植本祭 森ノ宮遺跡の上で学ぶ縄文時代の魅力 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 まちL もりの植本祭 タッセルを作ろう 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 まちL もりの植本祭 本好きの異常な愛情。大長編小説を語ろう 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 まちL もりの植本祭 アフレコをやってみよう！（コマ撮りアニメ） 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 まちL もりの植本祭 ブックカバーをつくろう！～お気に入りの生地でお気に入りの本をつつもう～ リアル
10/9 まちライブラリー＠ちとせ まちL フォトスタンドをスイーツデコ リアル
10/10 まちライブラリー@co・lab香芝 まちL オンライン読書会　本の磁力で地域を変える　課題本｢ブックフェスタ｣ オンライン
10/10 まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ まちL ぶらりまちライブラリーラリー　だいたい満月に リアル
10/11 ISまちライブラリー まちL こどもビブリオバトル リアル
10/12 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL トムの絵本タイム リアル
10/13 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「アンモナイトの目覚め」 リアル
10/13 ISまちライブラリー まちL 木曜夜会特別版〜あなたの大切な筆記具教えてください〜 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 まちL 【まち歩き】もりのみやまち歩き 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 まちL もりの会議昼の部 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 まちL もりの会議夜の部 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 まちL 【まち歩き】玉造ブラザー リアル
10/14 まちライブラリー＠ちとせ まちL SNCちとせ研究パネル展リターンズ リアル
10/15 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「アンモナイトの目覚め」 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 まちL 子ども「推し（おし）本」交流会 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 まちL へんぐれ編集室 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 まちL マンガで知る世界の人権 オンライン
10/15 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりのみやエリアのマップをつくろう リアル

10/16 まちライブラリー＠みのり文庫、Cafébeansまちライブラリー まちL こども落語会 リアル

10/17 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「スキャンダル」 リアル
10/17 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL ちょっと茶の湯を楽しみませんか リアル
10/18 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 絵本でつながる リアル
10/19 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 英語で語り聞かせ・読書♪ リアル
10/20 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「スキャンダル」 リアル
10/20 まちライブラリー＠一乘会 まちL ああしたらええ・こうしたらええ リアル
10/20 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 三浦綾子読書会『母』第三章を読む リアル
10/20 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 中国の詩 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 まちL モモを英語で読む会※館内のみ リアル

NO.2  10/1~10/20
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実施日 ライブラリー名 形態 イベントタイトル 実施方法
10/22 まちライブラリー＠ちとせ まちL ブックフェスタ報告会 リアル＋オンライン
10/21 アトリエ&ホステル ナギサウラ まちL Meets by Books ブックアートツーリズム@熱海 リアル
10/21 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL ラジコで英語を音読しよう！ 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 まちL アルバムカフェＶｏｌ．67 ※館内参加のみ リアル
10/22 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L  ミニ上映会「スキャンダル」 リアル
10/22 まちライブラリー＠ひびうた文庫 まちL 秋の蒔き本祭 リアル
10/22 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL 簿記3級相談会 ※館内参加のみ リアル
10/22 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL ちょっと茶の湯を楽しみませんか リアル
10/22 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL ひだまりのおはなし会 リアル
10/23 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL おすすめのアジア料理店を紹介！ リアル
10/23 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL まちライブラリー＠OIC 日曜お茶会 リアル
10/23 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL もりの爆笑寄席(本×お笑いライブ) ※館内参加のみ リアル
10/23 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL お手持ちの筆記具でカリグラフィ（西洋書道）　※館内＆オンライン リアル＋オンライン
10/23 まちライブラリー＠ちとせ まちL 防災の「本のフルコース」公開インタビュー リアル
10/23 まちライブラリー＠ちとせ まちL レジンアクセサリー作り リアル
10/24 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L  ミニ上映会「4分間のピアニスト」 リアル
10/24 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL アロマのある暮らし リアル
10/25 豊中市立庄内図書館 公立・専門L 庄内図書館の館長と話そう リアル
10/25 ISまちライブラリー まちL BAR-IS リアル
10/27 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L ミニ上映会「4分間のピアニスト」 リアル
10/28 まちライブラリー＠ＯＩＣ まちL 源氏物語を読む リアル
10/29 とよなかすてっぷ情報ライブラリー 公立・専門L  ミニ上映会「4分間のピアニスト」 リアル
10/29 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL ママルーム 〜子育てはみんなの力で〜※館内のみ リアル
10/29 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール まちL  緊急企画！みんなでエアトラック１０．２９ リアル
10/29 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭（しょくほんさい） リアル
10/29 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）気分はパリジェンヌ！ハロウィンの花飾り リアル
10/29 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）本の帯文を作ってみよう～思わず手に取ってしまうキャッチコピー リアル
10/29 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）「読むと元気になる本」の読書会（共読会） リアル
10/29 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）「グラとベリの文学賞」候補作品選考会 リアル
10/29 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）くるくるからくりづくり！！ リアル
10/29 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）スヌーピーのお話し会で英語を読み解く リアル
10/29 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）みんなで紙芝居を作ってみよう！ リアル
10/29 まちライブラリー＠ちとせ まちL ウッドカービング・ファミリー１０月講座調味スプーンを作ろう	 リアル
10/30 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭（しょくほんさい） リアル
10/30 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）My名札をつくろう！ リアル
10/30 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）『檸檬』の読書会 リアル
10/30 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）レスキューアロマ リアル
10/30 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）本の探偵団 リアル
10/30 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）南町田の野鳥 リアル
10/30 まちライブラリー＠南町田グランベリパーク まちL 植本祭）見る、聴くお話し会 リアル

◼ イベント実施方法

実施方法 件数
リアル 181

オンライン 6

リアル＋オンライン 5

合計 192 リアル, 

181, 

94%

オンラ

イン, 6, 

3%

リアル

＋オン

ライン, 

5, 3%

◼ イベント実施都道府県

都道府県 件数
北海道 19

秋田県 1

東京都 28

神奈川県 1

長野県 10

静岡県 2

三重県 1

京都府 1

大阪府 122

奈良県 6

兵庫県 1

合計 192

19

1

28

1

10

2

1

1

122

6

1
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NO.3  10/21~10/30
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植本祭

本、広場、公園、まちづくりをキーワード

に、本を活用した千歳市中心市街地の活性

化について対談した。

「まちに泊まる」というこれまでにない体験

を通して、中心市街地やグリーンベルトの使

い方、周辺の店舗を知る機会になった。

参加者はテーマに合った本を持ち

寄り、本の感想や自身の経験など

を共有した。テーマを掘り下げな

がら親交を深めた。

トークイベント

来場者に中心街の商店と本を楽しみながら回遊

してもらうことで、新たな交流が生まれた。

まちなかBOOKCAMP

BOOKスタンプラリー

ちとせまちライブラリーブックフェスタ2022

◼ 実施コンテンツ

◼ 実施期間 ：2022年9月2日（金）～4日(日) イベント実施

2022年10月20日（木） 特別講演、活動報告会

◼ 実施場所 : まちライブラリー＠ちとせ

グリーンベルト

商店街など
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本、広場、公園、まちづくりをキーワードに、本を活用した千歳市中心市街地
の活性化について対談。市内外の参加者に向けて意識啓発を図った。

◼ オープニングトーク 『本の力でまちを変える』

9/2（金）13:30～16:00 まちライブラリー＠ちとせ

全国にオンライン配信

現地参加 52名 ／ オンライン参加 28名

橋爪紳也氏
大阪公立大学研究推進機構特別教授
まちライブラリーブックフェスタ・ジャ
パン2022実行委員長

「本の力でまちを変える」
〜フェスティバルとブックツーリズム〜

＜１部＞講演会

帯広市の「北の屋台」立ち上げに携わった際のエピ
ソードを披露。また、まちライブラリー誕生の話に
も触れ、原点となった言葉（学びの縁を作る場“学
縁”）やシンボルマーク（タコ）、更にまちライブ
ラリーの仕組みや役割などを紹介した。

＜２部＞座談会

登壇者

・橋爪紳也氏（大阪府立大学研究推進機構特別教授）

・荒井宏明氏

（一般社団法人北海道ブックシェアリング）

・佐藤優子氏（ライター）

・礒井純充（まちライブラリー提唱者、森記念財団）
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◼ 植本祭

9/３～４ まちライブラリー＠ちとせ

２日合わせて、講習会やお話の会、体験型など14件のイベントが実施。

延べ90名が参加した。

空と大地をむすぶ街・
千歳の物語

千歳JAZZ倶楽部ライブ 漫画について語ろう

◼ まちなか BOOK CAMP

9/３～４ グリーンベルト 緑の広場

千歳市の中心にあるグリーンベルトを活用することで、中心市街地やグ

リーンベルトの使い方、周辺の店を知る機会創出となった。

⚫ ワンデイブックス2days（Bookまーけっと）

⚫ 本の巣箱グランプリ

街角などに設置し、道行く人が
自由に本を手にできる本箱を
「本の巣箱」と呼び、その巣箱
を自作して持ち寄り、来場者と
採点員による審査で、優れた巣
箱を選んだ。
優勝者は長沼町在住の勝部さん
と大和さんの作品に決定!!

優勝作品

8

参加者が持ち寄った本に値段をつけ、会話しながら本の販売を行った。



◼ ちとせブックフェスタ 交流会

「ちとせまちライブラリーブックフェスタ2022」の最後は、各イベントの主催

者や、実行委員メンバー、ボランティアスタッフがライブラリーに集合。イベン

トを振り返っての感想を語り合い、普段は顔を合わせる機会の少ない人たちと、

ブックフェスタを通じて出会う、交流を図った。

・立ち上げから関わっていただいていた委員の方々のご尽力のおかげで、３日間を無事

に終えることができました。ボランティアの方々も、こちらがお願いする以上に気を

配って、動いてくださっていたことが本当にありがたかったです。そういう方々と今後

も長くお付き合いができるよう、信頼関係を大切にしていきたいです。

・通常開館しながら企画を進めていたため、準備段階からまちライブラリースタッフの

負担が大きかった。イベントの土台が出来たとはいえ、人員を考えると、来年・再来年

とこれを広げていけるのか疑問に思う。

・普段利用の多い学生を中心にブックフェスタのパンフレットを配ったが、イベントに

参加してもらえなかったのが残念だった。北海道で本の活動をしている人たちにもっと

告知が出来ればよかった。

・少し気になったのが、植本祭のイベントで本との関連が薄いものもあったことです。

もっと、本と関連付けて魅力を伝えることが出来れば植本祭という名前のイベントの趣

旨にそぐうのではないかと思います。

・もっと植本祭を充実させたい。

・スタートがもう少し早いと私たちスタッフもアタフタとせず資料作成など余裕を持ち、

準備もできたのではと思います。

◼ スタッフの感想
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オープンワークラボ＆
まちライブラリーブックフェスタ2022 （長野県茅野市）

◼ 実施コンテンツ

◼ 実施期間 ：2022年9月23日（金・祝）～24日(土)

◼ 実施場所 : まちライブラリー＠My Book Station茅野駅/ワー

クラボ八ヶ岳

ワークラボ八ヶ岳とまちライブラリーを区別せず、一体となっ
たイベントを実施
・パネル展示
・マルシェの実施
・ワークショップの実施
・自由通路古本市＠茅野駅
・ブックフェスタトーク

イベント企画数：51件／参加人数のべ：1,046人

◼ イベント内容

①パネル展示
ワークラボ八ヶ岳の活動および月極利用者活動パネル展示

②マルシェの実施
ワークラボ八ヶ岳月極利用者、地域企業や団体らの協力によるマル
シェの開催

③ワークショップの開催
ワークラボ八ヶ岳月極利用者、地域活動団体によるワークショップ
の開催

④まちライブラリー・ブックフェスタ古本市
茅野駅南北自由通路にて２日間古本市を実施。

⑤まちライブラリー・ブックフェスタ−トーク・ワークショップ

10

特別ゲスト（金子淳子/一般社団法
人キッズラップ代表理事）を迎え、
「たった一人からはじまった日本
一の子ども達の居場所づくり」と
題した講演会、出版社によるブッ
クトーク、子供を対象にした絵本
作り、お話会などを開催した。



もりのみやブックフェスタ2022

◼ 実施コンテンツ

◼ 実施期間 ：2022年10月1日（土）～15日(土)

◼ 実施場所 : まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

会員の多くが在住するもりのみやエリアの魅力を再発見し、地域へ
の愛着増進につながるようなイベントを、まちライブラリー会員が
中心となって企画・実施した。

・もりのみや界隈を廻るまち歩き２週間
・もりのみやエリアのマップをつくろう
・エアトラックを廻って廻って385Km！？
・もりの植本祭
・ピクニックライブラリー＆もりの一箱古本市
・大阪市中央区子ども植本祭

イベント企画数：69件／参加人数のべ：1,295人

◼ もりのみや界隈を巡るまち歩き2週間

まちライブラリー会員による、もりのみや地域のおすすめスポットや隠
れた名所を巡るまち歩きのツアーを実施した。それぞれの切り口で、5
つのツアーが開催された。まち歩き後はツアーで訪れた印象的なスポッ
トを館内のマップに反映させ、地域のアーカイブを残すことに努めた。

11



◼ もりのみや植本祭

◼ ピクニックライブラリー＆一箱古本市

3日間で合計15件のイベントを開催し、参加者はのべ55名だった。大長編小説を語り
合う趣旨のイベントや、つまみ細工やブックカバー作りや、観光ボランティアガイド
による専門性の高い郷土史のトークイベントなど、多様性に富んだ植本祭が実現した。

10/10 一箱古本市出店者数：21組／参加人数：218人

併設ステージでは、子ども向けの歌とダンスのショー、ギター弾き語り、
管弦四重奏を演奏した。昼過ぎから雨が強くなり、本の展示を一時中断
し、一箱古本市の出店者の一部は2階のまちライブラリーの軒下に移動
して継続開催した。

12



◼ 大阪市中央区子ども植本祭

◼ エアトラック廻って廻って385㎞!?［参加人数：543人］

10/7（金）～10/21（金）にはライブラリー館内で中央区内の小中学生
たちのおすすめ本を展示する「“推し本”展示会」、10/15（土）にはライ
ブラリー館内で「子ども“推し本”交流会」を実施した。期間中は各小中
学校の生徒、先生、保護者らが多数来館した。また、展示した学校の卒
業生である利用者も関心を寄せ「私ここの卒業生です。写真撮ってもい
いですか？」とスタッフへ声を掛けたり、さらに、一緒に展示した館内
の該当図書がすぐに貸し出された。

2023年に新しいまちライブラリーがオー
プンする東京都西東京市をゴール地点と
して、まちライブラリー＠もりのみや
キューズモールからの距離385Kmを、エ
アトラック（１周300ｍ）を廻ることで完
走を目ざした。館内にどの地点を走って
いるかを示すボードを掲示し、毎日進ん
でいく様子を確認する利用者もいた。ま
た今回は、ランニングが趣味の会員から、
大阪城公園を廻った距離（エアトラック
15周分）も加算できる特別企画の提案が
あり、走行距離を延ばすことにもつな
がった。企画の終了間際10/29（土）に無
事ゴールし、開催期間約2ヶ月を通して老
若男女さまざまな利用者が参加した。

13
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◼ ブックフェスタ・ジャパン2022実施期間中のイベント一覧
NO 開催日 タイトル カタリスト 参加人数（オンライン参加者数）

1 9月2日(金) 【中止】嫌いな人、苦手な人が気にならなくなって、好きな人と、ステキな素晴らしい時間を過ごせるようになるマヤ暦 末永明江 主催者都合により中止

2 9月4日(日) お手持ちの筆記具でカリグラフィ（西洋書道） やましたひろこ 1人

3 9月4日(日) たけちゃんのまちライブラリーらじお たけちゃん 館内生放送につき人数カウントなし

4 9月9日(金) アルバムカフェVol.66 岡田みの 6人

5 9月10日(土) 『みんなで作るオープンデータに触れてみよう』 ハイパーセミナー④『モノ』 シミポタ運営事務局 17人

6 9月11日(日) 絵本読み聞かせの会 おはなしの森こぐま家 42人

7 9月11日(日) 家事がラクになる！お片付け相談会vol.16 和泉祐仁 1人

8 9月14日(水) トムの絵本タイム（Reading time by Ton) トム 7人

9 9月14日(水) ひろみんとアソボーッ！あそぼーっ！ ひろみん（ヒロ・3・） 3人

10 9月15日(木) もりの会議昼の部 まちライブラリー事務局 28人（1人）

11 9月15日(木) もりの会議夜の部 まちライブラリー事務局 22人（3人）

12 9月17日(土) へんぐれ編集部　読み聞かせ会＃１ 坪内美空 20人

13 9月19日(月祝) たけちゃんのまちライブラリーらじお たけちゃん 台風の影響により中止

14 9月21日(水) おそらく日本で何番目かに早い丹後ウルトラマラソン参戦記＆BookTalk 梶野猛 4人

15 9月22日(木) カフェスタイル勉強会～MamaCafé 石田勝紀 11人

16 9月22日(木) モモを英語で読む会 小野田耕士 7人（1人）

17 9月24日(日) アメリカで学んだ子育て方法ー日本とアメリカの違いー 永橋洋子＆TOM 3人

18 9月25日(日) ハルカスまでアルカス　新世界～西成～ハルカスコースを歩きます 小西尉司 参加者0名の為中止

19 9月26日(月) 家事がラクになる！お片付け相談会vol.17 和泉祐仁 2名

20 10月1日(土) 【一日館長】佐野陽子館長 佐野陽子 8人

21 10月1日(土) 新人声優たちが読みます！朗読会 新人声優たち 29人（6人）

22 10月1日(土) 【まち歩き】せっかく大阪城公園の近くだから、秋の虫の声、聞きに行こうよ 金山悦子、高岡哲 中止

23 10月2日(日) 新人声優たちが読みます！朗読会② 新人声優たち 82人（54人）

24 10月2日(日) ハルカスまでアルカス　新世界～西成～ハルカスコースを歩きます 小西尉司 2人

25 10月3日(月) 【まち歩き】森の宮周辺、歴史散歩 益宏子 2人

26 10月3日(月) 【一日館長】門脇裕子館長 門脇裕子 1人

27 10月6日(木) 【まち歩き】十月桜と伝承に出会うまち歩き　in 大阪城公園 川田壮一 7人

28 10月7日(金) 【まち歩き】難波宮を歩いてみよう 杉本厚典 3人

29 10月7日(金) 【もりの植本祭 1日目】ひろみんとアソボーッ！あそぼーっ！ ひろみん 2人

30 10月7日(金) 【もりの植本祭 1日目】 　街ランソムリエおすすめ街ラン試飲森ノ宮界隈をちょこっと走ろう！ 梶野猛 4人

31 10月7日(金) 【もりの植本祭 1日目】 名木から学ぶ 想いを言語化するワークショップ 川田壮一 2人

32 10月8日(土) 【もりの植本祭 2日目第一ターム】家事がラクになる！お片付けワークショップ 和泉祐仁 4人

33 10月8日(土) 【もりの植本祭 2日目第一ターム】日記をひもとく たけちゃん 4人

34 10月8日(土) 【もりの植本祭 2日目第一ターム】地図のブックカバーをつくろう！！ 坂ノ下 勝幸 4人

35 10月8日(土) 【もりの植本祭 2日目第一ターム】つまみ細工　ワークショップ ボーダレスプログラム UMI 7人

36 10月8日(土) 【もりの植本祭 2日目第二ターム】昔の時刻表であそんでみよう 古本卓嗣 6人

37 10月8日(土) 【もりの植本祭 2日目第二ターム】本の森で響くコトバを探してみよう 下田稲子 2人

38 10月8日(土) 【もりの植本祭 2日目第二ターム】トークイベント「上町台地と大阪城」 藤井靖一 3人

39 10月8日(土) 【もりの植本祭 3日目】タッセルを作ろう やましたひろこ 2人

40 10月8日(土) 【もりの植本祭 3日目】森ノ宮遺跡の上で学ぶ縄文時代の魅力 高橋　健三 3人

41 10月8日(土) 【もりの植本祭 3日目】本好きの異常な愛情。大長編小説を語ろう 小山輝芳 3人

42 10月8日(土) 【もりの植本祭 3日目】アフレコをやってみよう！（コマ撮りアニメ） オープン座セサミ 7人

43 10月8日(土) 【もりの植本祭 3日目】ブックカバーをつくろう！～お気に入りの生地でお気に入りの本をつつもう～ 大田伸廣 2人

44 10月10日（月祝）ピクニックまちライブラリ―＆もりの一箱古本市 まちライブラリー事務局 21組(一箱古本市出店者数)

45 10月10日（月祝）飛び出す絵本を作ろう！ まちライブラリー事務局 17人

46 10月10日（月祝）ふぃるふい～る(子ども向け歌のステージ) ふぃるふい～る 77人

47 10月10日（月祝）パークヨガ 小西恵子 8人

48 10月10日（月祝）南海フォークス(ギター弾き語りバンド) 南海フォークス 20人

49 10月10日（月祝）croissant(弦楽四重奏) croissant 47人

50 10月10日（月祝）おはなしの森こぐま家による絵本読み聞かせ おはなしの森 こぐま家 28人

51 10月12日(水) トムの絵本タイム トム 5人

52 10月13日(水) 【まち歩き】もりのみやまち歩き ムッシュでさき 5人

53 10月14日(金) ①もりの会議（昼の部） まちライブラリー事務局 14人

54 10月14日(金) ②もりの会議（夜の部） まちライブラリー事務局 20人（3人）

55 10月14日（金） 【まち歩き】BROTHER TIMEまち歩き BROTHER TIME 5人

56 10月15日（土） 子ども“推し（おし）本”交流会 大阪市中央区 27人

57 10月15日（土） マンガで知る世界の人権 佐野 陽子（アムネスティ152G) 3人（3人）

58 10月15日（土） もりのみやエリアのマップをつくろう 坂ノ下勝幸 4人

59 10月15日（土） 【一日館長】へんぐれ編集室 へんぐれ編集室 20人

60 10月20日（木） カフェスタイル勉強会～MamaCafé 石田勝紀 10人

61 10月20日（木） モモを英語で読む会 宮崎滋乙 5人（1人）

62 10月21日（金） アルバムカフェVol.66 岡田みの 5人

63 10月22日（土） 簿記3級相談会 田村和美 2人

64 10月23日（日） お手持ちの筆記具でカリグラフィ（西洋書道） やましたひろこ 3人

65 10月23日（日） もりの爆笑寄席(本×お笑いライブ) たけちゃん 17人

66 10月24日（月）  家事がラクになる！お片付け相談会vol.19 和泉祐仁 2人

67 10月29日（土） ママルーム ～子育てはみんなの力で～ 岩柿里奈  松村順子 ９人

68 10月29日（土） 緊急企画！みんなでエアトラック１０．２９ 梶野猛 15人

69 期間中継続 エアトラックを廻って廻って385㎞ まちライブラリー事務局 543人

1295人参加者数合計



マイクロ・ライブラリーサミット2022

◼ 発表団体

発表カテゴリー ライブラリー名

兵庫高校創造科学科

まちライブラリー@京都橘大学

まちライブラリー@JimoKids石蔵秘密基地

カーロふくしま みんなの本棚

うさみみ まちライブラリー

ライブラリーBAR昭和Factory

公益財団法人　江北図書館

一般社団法人　まちライブラリー

学生が関わるマイクロ・ライブラリー

子どもの居場所を担うマイクロ・ライ
ブラリー

地域に根ざすマイクロ・ライブラリー

明治生まれのまちライブラリーと未来

のまちライブラリー構想

10/16（日）大阪公立大学 I-siteなんば２F
参加者数：110名（会場53名、オンライン57名）

3年ぶりに会場に発表団体や参加者を
集めて実施した。活動報告では、４カ
テゴリー８団体が報告し、高校生から
の発表もあった。まちライブラリー
ブックフェスタ・ジャパン2022実行委
員会より「マイクロ・ライブラリーサ
ミット」アワードを授与した。
また、2013年から毎年開催してきた

マイクロ・ライブラリーサミットが10
回目の節目になるため、過去の発表者
に近況アンケートをとり（当日配布資
料に記載）、当日は対話形式で報告し
あった。その結果、マイクロ・ライブ
ラリー活動の多様性を確認することが
できた。

◼ 当日配布資料（ダウンロード先）

https://machi-library.org/wp-
content/uploads/2022/10/b507c87ef443fecea261e18a15bdfefd.pdf
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まちライブラリー＠OIC（立命館大学大阪いばらきキャンパス）

Open Day & 立命館大学大阪いばらきキャンパス「Asia Week」

◼ 一箱古本市

10/23（日）まちライブラリー＠OIC
参加者数：110名（会場53名、オンライン57名）

◼ まちライブラリーお茶会

16

まちライブラリー＠OIC前内廊下で会員による一箱古本市を開催し、
館内で特別イベント2件を実施した。

おすすめ本を紹介しあうイベン
ト。飛び入り参加の学生３名を
含め、20代から80代までの多世
代が本を通じて交流した。

◼ おすすめのアジア料理店を紹介！

大学が主催するAsia Weekに関
連して、アジアからの留学生や
アジア出身の地域住民らと共に、
近隣のアジア料理店を紹介しあ
う会。アジアに関連する本の紹
介や展示も実施した。



イベント主催者アンケート結果 回答112件

◼ 性別

◼ 世代別

17

イベント主催者は、女性がやや多いが、男女でほぼ半数となった。世代
では50代が40%と多くを占め、40台以上の主催者が約90%となっている。
居住地では、本年度のオープニングイベントでまちぐるみでのイベント
開催を行った千歳市、3年ぶりの植本祭を行ったまちライブラリー＠も
りのみやキューズモールがあり、ブックフェスタ期間中のイベント数が
千歳市・大阪市の２箇所で多かったことが反映されている。
＊長野県茅野市でのイベント実施概要は別途集計の通り(p10参照）で本集計に含まれない点は
留意が必要

◼ 居住地
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◼ イベントを実施しての感想（複数回答可）

N=112

感想 人数 割合

新たな知識を得た 36 32%

新たな人との出会いがあった 66 59%

思いもよらない本に出会った 19 17%

人との会話を楽しめた 75 67%

もっとイベントを企画したい 32 29%

他のイベントにも参加した 15 13%

もの足りなかった 2 2%

その他＿記述 5 4%

◼ 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りますか？（複数回答可）

感想 人数 割合

地域特性を知るきっかけになる 34 30%

地域の交流のきっかけになる 85 76%

地域への愛着が高まる 37 33%

ブックフェスタ期間以外での活動が必要 16 14%

ブックフェスタでは変わらない 1 1%

その他＿記述 0 0% N=112
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◼ 企画者の感想①
本目的はもちろん本以外の興味の方も通りがかりに立ち寄ってくれてうれしかった。
会場の設置など千歳市役所のバックアップとてもありがたかった。
地域の方々で作り上げ楽しむ素敵なイベントだなと思いました。
他のまちライブラリーとの交流のきっかけとなりました。ありがとうございます。
ゆったりと過ごせるのが一番いいです
自分自身学びをし直す、深ぼりをしなければならないと感じました自分での告知発信
も必要だなと思いました
私自身も楽しめました。
「本を通して人と人との交流を」まさに、それを実感したイベントでした。大人の
方々のとの交流はもちろんですが、そこから新たな出会いもたくさん生まれました。
初めてのイベントでまだ知られていない方にもまちライブラリーを知ってもらえたか
なと思いました。
今まで学ぶことのできなかったことを学べた。
本好きな方たちとの会話は楽しかったです。いろいろなイベントが集まっていて、賑
やかで面白かったです。
読書会の中でフリートークしました。ブックツーリズムの話しから京都本屋巡りツ
アーを開催するはこびになった。まちライブラリーは大事なものを交換する場所。イ
ンデックスで地域の記憶を繋いだり、文化芸能を思い出す場所。読書は食事と同じ。
夢を叶える場所。未来への問いかけ大事など。本をとおして町のこと人のこと、これ
からのことなど話が出来てとたも有意義な時間となりました。
ひとつのイベントを学生たちにも協力頂き、運営できたことはとても意味があったと
感じました。今後の継続するのが良いと思いますが、予算がないのは持続可能が難し
いと思います
とても良い経験をさせていただきました。ありがとうございました。
色々な方が気軽に来れたら良いと思います。
ブックフェスタがあると、何かイベントをやろうという気になります。
参加者が少なかったので、色々話すことができて良かった。
コロナの間なかなか参加しにくかったですが、これから、また本に関するイベントが
増えていけばうれしいです。
雨にも関わらず参加者があり良かったです。無料で出来るイベントがありがたいです。
もっと集客できるイベントを企画していきます。
一緒に絵を描きながらウクレレも楽しくうたえて、良い時間を持てて良かった。本が
いつでも見れるので、絵の参考にもなってスタッフさんも一緒に会話も弾む。
町の密着した姿を楽しんでいただけて大変良かった。また実施したいと思った。
いつも午前と午後で分けているけれどイベントで合同出来て嬉しかったです。こども
たちも見て貰えてうれしかったです！ありがとうございました。
素敵な機会を頂きありがとうございました。コロナでなかなかイベントが開催されな
い中こうしてイベントができたこと、本当に「有難い」の一言です。雨の中野外での
実施ができ良かったです。また是非参加させてください。
企画からもっと関わりたい。
場違いじゃないかと不安だったのですが、案外楽しんでいただけたようで何よりです。
趣味が同じ人との話はとても楽しいです。若い人との話は特に。
いつもありがとうございます！イスヨガ楽しんでもらえて良かったです。次回はパー
クヨガリベンジしたいです！
上町台地と大阪城の歴史について様々な視点でお話しさせて頂き、参加者の皆様が熱
心に聞いて頂けて大変良かったと感じました。
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活動を知ってもらうきっかけができて良かった。
参加者さんの気づきを促すことができてこちらもとても嬉しくなりました。
達成感が得られた
イベントをきっかけに館内に始めてこられたりオンラインをきっかけに館内に来たく
なるなど繋がれてよかったです。
普段、図書館を利用しない人に図書館へ来てもらうきっかけになればと参加している
が本を通じて人と人が出会うというブックフェスタの趣旨と齟齬がないかと迷ってい
る。
次回、手芸クラブとして活動してもいいかなと思いました。
たくさんのご協力をありがとうございました。
おはなし会での各々の雑談でいろいろな興味ある話が聞けました
以前参加してくれた方、イベントを企画してくれた方も参加があった
楽しくできました。
参加できとても楽しかったです。本からも集まりからも元気をいただきました。
大変楽しかったです。
時間が余るかと思ったら足りませんでした。そのくらい楽しいです。
参加くださった方々の意識が高く、また、スタッフの方のお計らいにより、2コマ頂
いたことで、紙芝居計5枚を完成させることができました。万が一に備えての完成ま
でのイメージを持っていたことが、最後までたどり着けたと感じています。皆様のご
協力により成功したこと本当に感謝しています。
いろいろなイベントを見て、知れて面白い。
今回やってみて楽しんでもらえたので良かったです。
元々の友人と今回初めてお会いしたかた同士で初めてとは思えぬ本を通じた交流を楽
しめて充実していました。
皆様に楽しんでいただいてとても良かった。
世代間交流、本棚を考える、本について知るなど、良いキッカケになった。
熱心に聞いて下さり、素敵なご縁をいただきました！
いつものように絵本との新たな出会いもあり、テーマ通りパワーをもらいました。見
学者も多く楽しいひとときでした。POPづくりも新鮮でした。
いつも利用させていただき、ありがとうございます。
本の交流を入れるともっと良いと思います(一人1冊紹介してからイベントをスタート)。
喜んでいただけて良かったです。
土曜日午前中のこともあり、人が少なくゆっくり過ごせました。
いろいろな世代の人と交流できてよい。
公共図書館のあり方について重要な議論が出来てよかったです。
自分が情報を提供する側でしたが、逆に参加者の方から教えて頂くことも多く、とて
も勉強になりました。
当日来館したお子さんがおこづかいで参加してくれました。来館しての参加は、まち
ライブラリーの良さだと思います。
参加者のシャッフルを行うなど次回はもう一工夫したかった
ご参加された方同士が仲良くお話しされるのを見られてとてもうれしい気持ちになり
ます。実施させていただきありがとうございました！
世代を超えて交流できた
まちライブラリーと茶の湯のひとときが結びついてゆったりとした気持ちで過ごす時
間ができたらよいと思いました。
このイベントから次のイベントや交流につながった

◼ 企画者の感想②



イベント参加者アンケート結果 回答593件

◼ 性別

◼ 世代別
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イベント参加者は性別では女性が約70％、世代別では40代21%、50代が21.5％と主たる層
になっているが、子どもや親子向けイベントから、大人向けのイベントまで様々なタイプ
のイベントが開催されるため、参加者は子どもから高齢者層まで幅広い世代にわたってい
る。2022年はこれまでコロナ禍で出控えていた子育て層・高齢者層もリアルイベントに参
加しやすい機運があったことも影響していると考えられる。参加者の居住地は主催地に伴
い北海道（30％）や大阪府(37.8%)の参加者が目立つ。少数ではあるが、東京都や大阪府の
開催イベントは、近隣から多少遠方でもイベント内容に興味を持ち参加する傾向もあった。

◼ 居住地
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◼ イベントに参加しての感想（複数回答可）
感想 人数 割合

新たな知識を得た 358 60%

新たな人との出会いがあった 246 41%

思いもよらない本に出会った 81 14%

人との会話を楽しめた 252 42%

もっとイベントを企画したい 55 9%

他のイベントにも参加した 121 20%

もの足りなかった 7 1%

その他＿記述 9 2%
N=593

◼ 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りますか？（複数回答可）

感想 人数 割合

地域特性を知るきっかけになる 217 37%

地域の交流のきっかけになる 423 71%

地域への愛着が高まる 162 27%

ブックフェスタ期間以外での活動が必要 42 7%

ブックフェスタでは変わらない 5 1%

その他＿記述 3 1% N=593
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◼ 参加者の感想

９/2 オープニングトーク
千歳って素晴らしいまちです！私も市民活動で市町村を観て歩いております。千歳の皆さんも内向きでな
く外へ出てみることが大切です。市役所も同じです。

連携して活動するよいきっかけとなるイベントでした。
千歳のまちライブラリーは千歳駅東口に隣接してあります。S 55年鉄道高架完成で駅裏は無くなったので
すが、駅前との格差は依然として歴然としてます。スタッフ発行の「しあわせ図鑑」には駅中心に面白い
お店紹介されてます。常連さんとか観光客？を東口方向に誘導できるといいですね。中心市街地タウンプ
ラザでの旧まちライブラリーでは人の流れを完全に変えた実績ありますから。
オープニングトークを聞いて、まちライブラリーがうまれたきっかけ、本棚を作っていく楽しさを知るこ
とができました。

9/3ー4 グリーンベルト会場でのイベント
【巣箱グランプリ】新たな人との交流が楽しかった。

【巣箱グランプリ】新しい体験が出来ました。ありがとうございました。

【巣箱グランプリ】本好きな人、その他様々な趣味をお持ちの方々と交流でき非常に楽しい時間を過ご
せました。

【ブックキャンプ2days】子供がもう少したくましくなったら、また参加してきます。

【ブックキャンプ2days】初めて参加しました。次の機会を楽しみにしております。よろしくお願いいた
します

【ブックキャンプ2days】礒井さんにお会いしてお話しさせて頂けました。イベント中にお会いできた
方々も面白い人ばかりで、とても良い出会いがありました。ありがとうございます。

【ブックキャンプ2days】ＴⅤ・ネット・スマホの世界へ進もうと、目で見て文字を追って人を知り夢を
自分で語り楽しみ、世界を知っていくことは大事にしたい。

【ブックキャンプ2days】人との関わりができて楽しかった

【ブックキャンプ2days】とても楽しかったです。また参加したいです。

【ブックキャンプ2days】場所がとてもよく、もっとたくさんの出展者が来年あると良いですね

【ブックキャンプ2days】まちライブラリーの方と本のお話が出来て良かったです。

もう少し出店数を増やせるとなおいいと思った。

【竹森巧さんライブ】竹森さんのライブ良かったです。

【竹森巧さんライブ】いつもすてきな歌声最高です。また参加したいです。

【おやこでたのしむえほんのせかい】二日間を通して普段は味わえないような、ワクワク感や懐かしさ
を感じることが出来ました。貴重な機会をいただきありがとうございました。

【おやこでたのしむえほんのせかい】たくさんの人と交流できたし、小さい子たちとも話せて楽しかっ
たです。

【おやこでたのしむえほんのせかい】小さなお子さんとふれあえて楽しかったです。

【おやこでたのしむえほんのせかい】学生さんとの交流がよかったです

【おやこでたのしむえほんのせかい】子供（４歳）と参加しました。のんびりとした時間をすごせまし
た。

【おやこでたのしむえほんのせかい】歌も楽しめる読み聞かせがすごかったです。ボランティアとして
参加しました。勉強になりました

【千歳JAZZ倶楽部ライブ】とても素晴らしい演奏でした。

【千歳JAZZ倶楽部ライブ】思ってた以上にステキでさんかできしあわせな時間でした。私もスタッフに
なりたいです！！ホントーに！！

9/3-4 植本祭

【タロット占い】カード占いをしてもらいました。 何となく当たっていてビックリ！ 楽しかったです。

【タロット占い】初めての体験が出来てとても楽しかったです。また参加したいと思いました。

【タロット占い】占いはあまりやったことがなかったので新鮮で楽しかったです♪

【漫画について語ろう】緊張していたけれど、盛り上がって話すことが出来た。

ちとせまちライブラリーブックフェスタ2022でのイベント
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【ゼンタングルをやろう】知らない知識を教えてもらい世界が広がる感じがしました。子供が楽
しそうに描いていていろいろと調べてみたいと思いました。

【段ボールベッド体験】ダンボールベッドで寝たいです。

【アクセサリー作り】コロナ過の中、こうしたイベントで外に出られることが嬉しかった。自分
も何かできたらと思った。楽しかった。

9/16 カーボンニュートラル講座

ブックフェスタで、人の考えに影響を与えるとは思うが、具体的な活動を市民に体験してもらう
活動を企画よいと感じた。

強制力もあまりないし、今はまだ「こういうことやってるよ」っていう活動を報告する場も乏し
い中で、ゼロカーボンシティ宣言をしているメリットがよくわからなかったです。

カーボンニュートラルという言葉はテレビ、インターネットでは見たことありましたが、身近な
ところでも活動を行っているときいて、気を付けられることは気を付けていこうと思いました。

カーボンニュートラルについて今まで名前は聞いたことがありましたが、内容がよくわかってい
ませんでしたが、今回の講座でよくわかりました。わかりやすかったです。

非常に勉強になりました。これからはソーラーパネルの必要性が大になるとう事なのかなと思い
ました。

参加して本当によかったです。とても良い内容の講座でした。どうもありがとうございました

市長のお話しが聞けて良かったです。

シャワーの１０分がテレビ２００台分の１０分に相当するエネルギーということに驚きを得まし
た。

9/18 千歳キラキラデコこものいれ

手先が器用な方ではないのですが、知人と一緒に参加していたので心強く、楽しむことが出来た
ので、参加してよかったです。

自分でやってみるのとは、違ったっと思った

とても楽しくまた来たいと思いました。

9/23 朝カフェの会

みんな悪習慣（早く寝て、夜中に起きてしまうなど）が似たりよったりで、自分だけが悩んでい
るわけではないことが分かり、安心できた。楽しい時間でした。

10/20 ブックフェスタ報告会

ブックフェスタオープニングイベントでは一参加者として楽しませていただきましたが、報告
会では運営の苦労や今後の課題・展望等も伺い知ることができ、また小林先生のご講演も大変勉
強になりました。
以下素人の私見ですが、行政主導で公立の小・中・高校等へイベントが周知できれば（地元の

児童、生徒をターゲットにしたイベントを企画できれば）、また秋のブックフェスタの他、多く
の人が休暇を取る夏の時期にも何かイベントを開催できればより一層地域の活性化や地域への愛
着形成に繋がるのではないでしょうか。

連携して活動するよいきっかけとなるイベントでした。

千歳のまちライブラリーは千歳駅東口に隣接してあります。S 55年鉄道高架完成で駅裏は無く
なったのですが、駅前との格差は依然として歴然としてます。スタッフ発行の「しあわせ図鑑」
には駅中心に面白いお店紹介されてます。常連さんとか観光客？を東口方向に誘導できるといい
ですね。中心市街地タウンプラザでの旧まちライブラリーでは人の流れを完全に変えた実績あり
ますから。

これからも地域のイベントとして末永く開催していただきたいです。

10/23 防災の「本のフルコース」公開インタビュー

防災は忘れてはいけないことなのですが、関心が薄いですね。
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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

9/9 アルバムカフェvol.66
ブックフェスタと知らずにイベントへ参加したのでどのようなイベントか見てみたいと思った。

初めて参加しました。色々参考になりました。

アルバムカフェに参加しました。久しぶりに楽しかったです。

アルバムカフェに毎月参加して楽しく過ごしてます。ありがとうございます。

9/14 トムの絵本タイム

とても楽しかったです！

9/15 もりの会議昼の部

イベントがんばります

たくさんの方とお話しできて嬉しかったです！

長野県から大阪にあこがれて移住してきた人と会えて嬉しかったです。

9/21 おそらく日本で何番目かに早い丹後ウルトラマラソン参戦記&Book talk

初めて参加させてもらってまた今度も参加したいと思う。

9/22 モモを英語で読む会

本当に有意義な会です。英語を勉強することはもとより人生を勉強できています。

英文学に親しめて嬉しい

9/24アメリカで学んだ子育て方法ー日本とアメリカの違い

参加しやすい雰囲気で良い話がたくさん聞けて本当に良かったです。

9/26 家事がラクになる！お片付け相談会vol.17

実際に財布の中身をチェックして、考える時間があったのが良かった。飽きずにあっという間に時
間が経った。

9/29 みんなで作るハイパーデータに触れてみよう報告

さまざまなせだいのかたといっしょにまちを歩けて、色々教えてもらって楽しかったです！

みんなで回って作成するのが良かった。定期的にまちライブラリーでやりたい。

オープンストリートマップに触れる機会が増えどうやってオープンストリートマップが作られるのか
興味があり参加できて良かった。

初めて講師として参加したのですがこれからも頑張っていきたいなと思いました。
皆さんに日頃からopen street mapやWikipediaに関わっていただけたらと思います。

参加して良かった。ありがとうございました。

10/1 新人声優たちが読みます！朗読会

表現豊かで聞いていて楽しかったです。

素敵な作品たち、声優のみなさんの豊かな表現の広さをたくさん知ることができて、良い秋の始まり
を感じました。

10/2 新人声優たちが読みます！朗読会②

自分で読む時よりも、実際に声をきくことでより本の世界に入ることができたので良かった。

知らない事だったので良い経験でした。

朗読を聞く機会は、日常ではあまりなく私自身貴重な体験となりました。‘表現‘について多くを学ば
せていただきました。

色んな催しがあるのが嬉しいです。

会場がとても良い雰囲気で楽しめました。また次回もやって欲しいと思います。

面白かったです。

国語の授業のようでなつかしい気持ちになりました。お恥ずかしながら、わからない漢字に読み仮名
を振ったりしました。楽しかったです。

10/2ハルカスまでアルカス 新世界～西成～ハルカス コースを歩きます

短い距離だったので物足りなかった。
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10/3【まち歩き】森の宮周辺、歴史散歩

普段取ったことがある道や場所も説明して頂くと興味増し、また訪れたくなりました。

10/6【まち歩き】十月桜と伝承に出会うまち歩き in 大阪城公園
ふだん散歩でも通り過ぎてしまうような木々をじっくりみて皆さんと交流できてたのしかったです。

ゆっくり木を見ることが少なかったので楽しかった。

思ったより楽しかったです。

10/7【まち歩き】難波宮を歩いてみよう

実際にまちを歩きながら詳しいお話が聞けてとてもおもしろかったです。またまち歩きや本のイベン
トに参加してみたいです。

企画と実践をめざす取り組みがすごいと思います。

10/7-9 もりの植本祭

【10/7「もりの植本祭」ひろみんとアソボーッ！あそぼーっ！】

絵は苦手ですが、まちライブラリーの本を使ってうつすとこからはじめたらたのしくなってかけま
した。子どもに戻った気持ちになれるひろみちゃんのイベントは大人の方にも体験して欲しいです。

【10/7「もりの植本祭」街ランソムリエおすすめ街ラン試飲 森ノ宮界隈をちょこっと走ろう！】

まちを楽しむツールとしてラン！いいね！

カタリストの梶野さんの人柄もよくたのしくRUNできました。

【10/7「もりの植本祭」名木から学ぶ 想いを言語化するワークショップ】

はじめて参加したイベントですがとても楽しめました。ありがとうございました！

【10/8「もりの植本祭」つまみ細工 ワークショップ】

作業工程は性格が出るなぁ…

イベントは楽しかったです。新たな知識を得ることが出来ました。ブックフェスタ全体の雰囲気も居
心地よい空間でした。

【10/8「もりの植本祭」トークイベント「上町台地と大阪城」】

大阪市について知らないことが（というか知らないことだらけでした！）こんなにあるなんて！とい
うかんじでした。上町台地、面白すぎですね。知っている場所がとても特別なものになりました。

これまでの本や講座では学んでいなかった話が聞けて良かったです。

【10/8「もりの植本祭」家事がラクになる！お片付けワークショップ】

いかに物が多いかがわかりました。これからの片付け方が変わりそうです。

出会いもたくさんでとても楽しいですね。

【10/8「もりの植本祭」昔の時刻表であそんでみよう】

自分の知らない時代の事が知れた。

皆さんのいろいろな話を聞けて良かったです。

鉄道が好きなので、時刻表からの話が面白かった。昔の時刻表を見て、もし乗れたらと思うと楽しい。

楽しかったです。

【10/8「もりの植本祭」地図のブックカバーをつくろう！！】

色々な企画があり、参加できてたのしかったです。地図を使ったブックカバー（オリジナル）使う
のが楽しみです。

【10/8「もりの植本祭」日記をひもとく】

日記というか記録がとても良かったです。世相や背景が見えて心が弾みます。楽しいイベントでした。

こんな日記を…は無理でもずっと毎日何か残してみたいと思いました。子ども達にも教えたいです！

他人の日記を観るのも楽しい。またその当時の金額や街のイメージがつかめたのも面白かったです。

【10/9「もりの植本祭」アフレコをやってみよう！（コマ撮りアニメ）】

何でも何かをするのは疲れるけど楽しい興味を持てば

子どもが興味を持ったので参加しました。楽しかったです。
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【10/9「もりの植本祭」タッセルを作ろう】
普段の生活ではなかなかゆっくりと時間を取って手芸などをする時間が持てませんでしたが、楽しく
お話しながら出来たので嬉しかったです。

【10/9「もりの植本祭」ブックカバーをつくろう！お気に入りの生地でお気に入りの本をつつもう】
とても楽しく作らせていただくことが出来ました！大量に作って子どもたちにも持たせたい。お好み
の布でコーディネートして本をより楽しみたいと思いました。プレゼントにも使えそうです！

【10/9「もりの植本祭」森ノ宮遺跡の上で学ぶ縄文時代の魅力】

縄文の魅力をたくさん教えてもらえ、もっと知りたいと思いました。

縄文時代の文化の楽しさを知りました。

【10/9「もりの植本祭」本好きの異常な愛情。大長編小説を語ろう】

同じジャンルの本が好きでなくても、こんなに楽しめるんだ！という驚きと喜びでいっぱいでした。
違いが楽しいイベントでした！

10/12トムの絵本タイム

トムさんが英語をとても簡単にお話してくれてとても親しみを持てました！英語にふれてたのしかっ
たです。

楽しく本に接する時間になった。他のイベントにもぜひ参加したい。

10/13【まち歩き】もりのみやまち歩き

とっても楽しかった！自分一人では絶対に行けないようなところに行けたし、一緒に行った人や地元
の人の交流も楽しめた！いいリフレッシュ。

知らない町を知りました。

色々な店を教えて頂き、楽しくまち歩きが出来ました。

初体験が多くて勉強になりました。

昭和の商店街をぶらぶらできた

10/14BROTHERまち歩き

楽しかったです。案内上手でした！！！参加してよかったです。

ブラザータイムの紙面をみて興味を持ち、カワイイブラザー２名の案内で普段は行かない場所を歩く
のは楽しかったです。（スーパー玉出も初めて見てテンション上がった！）夜の神社、レトロなお風
呂屋さん、そしてトロイカ＆リビエラの「セレブルーム」！ブラザーの存在なしでは体験できない楽
しい時間でした。ありがとう！

10/14もりの会議 昼の部

多くのサポーターさんによるイベントが面白そうで、参加したいと思いました。食べに来たいとまた
思いました。

また参加したいです

今後ともよろしくお願いします！

とてもリラックスした空間で楽しかったです！

新しいカフェオープン楽しみです！

様々な企画するのは大変なことと思います。参加される方の特技など私の興味の対象も広がっていく
気がします。

10/15もりのみやエリアのマップをつくろう

初めてopen Street Mapに触れたので面白かったです。自分の暮らす地域も見てみようと思いました。

10/20 ママカフェ

とてもためになる話でした。

10/21アルバムカフェ

楽しかったです。
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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

9/3 ようこそまちライブラリーへ

本棚の工夫について知ることができたこと、イベントのつながりについて、知ることができたこと、
おいしいコーヒー、楽しかったです。

前回はあまり話ができませんでしたが、今回はリラックスして皆の話を聞けて、自分も話せて楽し
かったです。

１つのミーティングからいろいろなことが広がりそうでこれから楽しみです。

新しい出会いと楽しいお話ができていい時間をすごさせてもらいました。

みなさまにお会いできてよかった

9/3 ちょっと茶の湯を楽しみませんか

お子さんがお母さんと一緒に楽しく参加しているのがほほえましかった。図書館でのこうした企画
はどんどん行ってほしいです。

自由な空間とシステムが誰でも利用できると思いました。ぜひイベントもしてみたいと思います。

短時間なので、子供と参加しやすい環境だと思いました。これからも利用させていただきたいです。

ゆったりした感じで気持ちが和み、癒されました。とてもいい企画だと思います。

心が和むいい時間でした。慌ただしい日常から丁寧な日常にしていきたい感じました。

ちょっとした時間でしたが、とても心が整いなごみました。これからも日常に「丁寧を取り入れる
きっかけになりました。素敵な時間をありがとうございました。

日頃あれこれ考えてしまうので、一つのことに集中して取り組む時間って大切だなあと実感しまし
た。

少しきんちょうしたけどまろやかで、お茶の味もおいしかったので、家などでもやってみたいと思
いました。

9/3 えほんのとびら

ようこそまちライブラリーに参加して下さったTさんが偶然、絵本の読書会に興味がありとのことで
急遽参加して下さいました。絵本の魅力を再発見して下さったのがとてもうれしかったです。また、
生涯学習ナビをみて初参加して下さったSさんにも楽しんでもらえたようで良かったです。

新しい本との出会い、新しい人との出会い、新しい自分との出会いがありました。大人に絵本、今
こそ大切ですね。

いつも新しい絵本に出会え読んでみたくなります。皆さんの情報の広さに感心しています。

飲食、おしゃべり、自由なこの明るいライブラリーの存在がとても有難いです。地域の新しい知り
合いも増えました。

10/22 モモを英語で読む会

定期的に英語を学べて楽しい

たいへん勉強になる。毎回。

10/22 簿記三級相談会

引き続き勉強を頑張ろうと思いました。ありがとうございました！

10/24 家事がラクになる！お片付け相談会vol.19

たくさんの気づきがありました。思い切って来てみて良かったです。ありがとうございました。

10/29 ママルーム ～子育てはみんなの力で～

色んな意見を聞くことができ、参考になりました。

イベント参加が初めてでしたがとても楽しかったです。
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9/19 地域の新しい公共の場としての図書館

とても充実した議論ができたと思います。

大きな都市ほど対応の難しさを知りました。

多様な視点の議論が聞けて刺激を受けました。

あっという間の３時間でした。

図書館トークイベント、また定期的にやれたらと思います。

9/29 ゆるやカフェ

つみき（子どもくらぶ）がおやすみでたまたま寄りました。楽しかったです。

またぜひ来たいです。

10/24 アロマのある暮らし

フィジカル＆メンタル両面のお話を伺いとても有意義でした。

10/29−30 植本祭

また次回参加させていただいてもっとお話を聞きたいと思います。

まちライブラリーへの親しみが増す楽しいイベントでした

半年に一度でも良いイベントでした

初めて来ましたが、とても居心地の良い空間だなと思いました。

【植本祭）見る、聴くお話会】

「本」を介してつながりや交流が生まれる空間はとても大切なのでこれからも訪れたいと思いまし
た

言葉がはっきりしていて、小道具などなくても心にストレートに伝わりよかったです。

コミカルな内容が楽しかったです。

演読を生で見たのは初めてでしたがとても良かったです。

とても素敵な空間で様々な本に囲まれてのイベントは心地よく楽しかったです。また訪れたいです。

楽しく参加させていただきました

今日は母親が演読に出演のため伺いました。バックに本がいっぱいあり、素敵な会場でした。

本をバッグにストーリーが展開する場所の雰囲気が良かった。

本に囲まれたこんな素敵なスペースでイベントに参加できたことを嬉しく思いました

本だなをバックに演読するのがよかった。

初めて見たが、演劇の立ちげいこを見ているようで楽しい。また何か企画があれば。

【植本祭）気分はパリジェンヌ！ハロウィンの花飾り

花材たっぷりでたのしくいけられました。次回も参加したいです。

初めての参加であっという間の楽しい時間でした。

【植本祭）グラとベリの文学賞】

本について話すことができて楽しかったです。本好きな人とコミュニケーションできる機会があっ
てうれしいです。

本当の本好きな人の本気の本紹介が楽しかった。

いろんな本にふれることができてよかった。
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【植本祭）くるくるからくりづくり！！】

わたしは工作が好きで参加して作ってみて、ちょっとだけむずかしかったけど、こういうのをもう
いちどやってみたいと思いました。

６年生さんが自分で考えて作ったものを、他の人にも作れるようにアレンジしてキットにし、こん
なワークショップができるなんてすてきです！作っていて久しぶりに楽しくかわいいからくりを作
ることができました。接着剤を使わずに作れるところがすばらしいです。

パーツをはめるのがむずかしかったけどたのしかった。

小さなパーツがこのように楽しく学べる物になるのがすごいと思います。そして、自然の物を初め
から作ってカラクリを作れる発想がまたいいなと思いました。楽しかったです。

主宰者が木はレーザーカッターで切ったり、まわす部分は3Dプリンターで作ったり、いろいろなく
ふうがあった。

説明も分かりやすく、とても楽しかった。自分もイベントを主宰したい。

かんたんにからくりがつくれて、びっくりしました。とても楽しかったです。

その人の活動などを知れて楽しかったので良い企画だと思った。

【植本祭）テーマのある本棚を作ろう】

好きな本を選んだりできたのでたのしかったです。

本を選ぶのが楽しかった。

【植本祭）「読むと元気になる本」の読書会（共読会）】

地域とのつながりをより強められるような機能を、まちライブラリーに持たせられるとよい。

初めて参加させていただき、みなさんとのコミュニケーションを通して、気持ちに豊かさを吸収す
ることができた。

月並みですが、人とのつながりが人生を豊かにすることを学びました。

とても素敵な方々で紹介して頂いた本、是非読みたいと思いました。ありがとうございました。

本を通じて、本や人を知る事ができました。

普段、自分では選ばない本を紹介していただき、面白かった。なかなか読書時間がとれないながら
も、読んでみようと思えた。

【植本祭）My名札をつくろう！】

初めてブックフェスタに参加しましたが、内容もとてもワクワクするもので最後まで楽しめました。

とても楽しく参加できました。ありがとうございました。

【植本祭）本の帯文を作ってみよう～思わず手に取ってしまうキャッチコピー】

初めて参加してみましたが、とても楽しめました。本と向き合う時間が作れてよかったです。

集中できるいい時間でした

【植本祭）南町田の野鳥】

南町田（境川）で見れる野鳥だったので、とても身近な話題でした。また、野鳥のよく見れる寒く
なる前の開催だったので、これからの楽しみになりました。

町田の身近な鳥の生態を知ることが出来ました。写真もとても分かりやすかったです。

今後も継続していただきたいと思います。

すごくよかった。南町田周囲の鳥なので。

白鷺にも種類があるという事と、1970年代より今の方が東京の環境が良くなっている事が分かりま
した。

分かりやすくて楽しかったです。

実例写真が分かりやすかった。

【植本祭）レスキューアロマ】

アロマの入口で分かりやすく説明が良かった

アロマの知識で知らないことばかりで体に良いアロマを覚えられて良かった

とても役立つイベントでした。ありがとうございました。
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9/18 第3回植本祭
幅広い世代による交流のきっかけになる。

いろんな世代の方の本を通して、本の世界が広がった。

地域の方と、好きな本のことでお話が出来たのが楽しかったです。

もっと頻度を増やしてもいいと思った。

1人だけの飛び入りでしたが、フラットな雰囲気で気軽に楽しめました。来年は受験ですが、都合が
ついたらまた来ます。

読書は必要な行いであると痛感した

大変感銘を受けました。とても楽しかったです。機会があればまた参加したいです。

9/22 ブックトーークvol.5瀬戸内寂聴さんについて話そう
とても楽しく、本の凄さを再認識しました！

10/16 みのり文庫de子ども落語会
親子で楽しい時間を過ごせました。ありがとうござました。

はじめて落語をみて、すごく申請だった

子どもたちにとって、はじめての芋ほりで、とても楽しかったみたいです。ありがとうございまし
た。

10/25 Bar IS
集まった人の数以上の本にも出会えました。お話も興味深く、とっても楽しい宴でした。

新しい人といつもライブラリーを利用する人が混じり合い、ゆったりと過ごすことができた。新し
く来た人がきっかけで、いつもくる人から今まで聞いたことなかった興味深い話などが広がり、交
流の機会になった。

初めてお会いする方も多く楽しめました。ワインも美味しかったです。バーはお酒がポイントです
ね。感謝！

年代や立場の異なる方々と楽しくお話ができて大変有意義で楽しい時間でした。

【植本祭）『檸檬』の読書会】

地元の方がいらっしゃらなかったので、南町田の方も参加できるとよいなぁと思いました。

なかなか興味深い話でした。最近は本について深く話す機会もないので楽しい時間をすごす事が出
来た

【植本祭）本の探偵団】

考えたことなかった事の話で、今までなんとなく感じていたことがはっきりした。

知らなかった世界に誘われる感じはとても楽しい。リアルで人の話を聞けるのはとても豊かなこと
だと思った。

地名というキーワードから、気候、災害の記憶など広いジャンルに興味が広がりました。

まちライブラリー＠はちらぼでのイベント

まちライブラリー＠ホンノわとわでのイベント

まちライブラリー＠みのり文庫でのイベント

ISまちライブラリーでのイベント
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10/8 植本祭
【アロマストーン作り】

いい体験でした。

最期少しバタバタしましたが少人数で楽しく過ごせました

楽しく取り組みました、香りに癒されました、
ありがとうございます。作品が楽しみです、

【“温活”体を温めセルフケアで女子力UP！】

チクチク縫いに興味があり、布ナプキン作りに参加しました。紙ナプキンの事など体を大事に…と
いうお話を聞けて、有意義な時間を過ごせました。

【ビブリオバトル】

和やかな発表で良かったです。

いろいろな本を知れて良かった。

とにかくうるさすぎました！イベントの際はマイクが絶対必要だと感じます。

とても楽しいイベントでした。

【あなたにあった収納方法を知ろう！】

今まで片付けられず、収納グッズを買っては使えないものが増えてましたが自分に合った収納を聞
けて今日はよかったです。ありがとうございました。

わかりやすい解説で良かったです。

利き脳別収納方法のアドバイスが面白かったです。新しい視点で収納を考えることが出来ました。
今度から試してみます。

いろんな知識や感性を交流で深めていける場所が住んでいる地域であるのはとてもありがたいです。
ありがとうございました。

良い内容でした参考になりました。

【私たちの生活に密着した「コモンズ」を目指して！】

内容が盛りだくさんで勉強になりました。SDGSに関する企画を準備したいと思いますのでご協力く
ださい。

倉本さんの熱のこもったプレゼンとても楽しく拝聴いたしました。ご準備大変やったと思います。
お疲れ様でした。

久しぶりに元気な倉本さんに出会ってとても楽しい時間を過ごせました

久しぶりに倉本さんの講話を聞かせていただきました。ありがとうございました。

まちライブラリー＠東大阪市文化創造館でのイベント

9/14  お茶会

飛び入り参加したが、みなさんがフレンドリーで楽しめた。

歴史の事実をいろいろと教えていただきました。

楽しかったです。

9/24 陰陽五行を使ったセルフカウンセリング

始めて知ることばかりで、勉強になりました。

10/23中国の詩

いつも楽しみにしています。自分の世界が広がります。

まちライブラリー＠OIC(立命館大学大阪いばらきキャンパス)でのイベント
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10/15 マイクロ・ライブラリーサミット

10年のまちライブラリーの歴史それぞれの場の歴史を感じられたのがとても良かったです。まちラ
イブラリーの今後に紗良に関心が出ました。今後も追いたいです。ありがとうございました。

いろんなライブラリーの話が聞けて楽しかったです。始めた頃のことを思い出しつつこれからどう
なっていくのかなあと楽しみになりました。

年数がたって、誰でもOKの空気感もそのままありながら、深い話になったり皆さんの考えと想いを
きくことができて楽しかったです。

何回かサミットに来ていますが、毎回発表される方のお話が新鮮に感じ、刺激をいただいています。
今後の形はまだわからないという事でしたが、リアルで話を聞ける場は続けてほしいと思いました。

何か始められればと思いました。

新たな知見を深めることができました。ありがとうございました。



広報物
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◼全国版フライヤー（三つ折り） 2,500部配布

◼各地のフライヤー

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

▼ちとせ ▼ワークラボ＆茅野 ▼もりのみや（二つ折り）



メディア掲載

◼ 8/30 北海道新聞 WEB版

35

◼ 8/8 「広報ちとせ」8月号 ◼ 8/8北海道書店ナビ Bookニュース

https://www.syoten-
navi.com/entry/2022/08/08/
090000

https://www.syoten-
navi.com/entry/2022/08/08/
090000

◼ 8/31 長野日報web

http://www.nagano-
np.co.jp/articles/98217
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◼ 9/3 北海道新聞 ◼ 9/5 北海道新聞

https://current.ndl.go.jp/car/46772

◼ 9/5 カレントアウェアネス・ポータル

◼ 9/6 北海道新聞

◼ 9/5 森ノオト

https://morinooto.jp/2022/09/05/
kosodate2209/

◼ 9/8 神奈川県全域・東京多摩地域の
地域情報紙タウンニュース

https://www.townnews.co.jp/030
4/2022/09/08/641006.html
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◼ 9/16 フリーペーパー
ちゃんと千歳・恵庭

http://www.naganonp.co.jp/
articles/99263

◼ 9/24 長野日報web

◼ 9/28 北海道新聞

◼ 9/27  北海道新聞

◼ 9/30千歳・恵庭のフリーペーパー
「ちゃんと」
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◼ 10/5 大阪市中央区広報
「ちゅうおう10月号」

◼ 10/26 北海道新聞 ◼ 10/27  北海道新聞

◼ 10/22  北海道新聞

◼ 10/28 北海道新聞



◼ 11/18 フリーペーパー
「ちゃんと千歳・恵庭」11/18号

39

◼ 10/27リビング田園都市WEB版

https://mrs.living.jp/denen/t
own_news/article/4845317

◼ 10/28町田・相模原エリアの
フリーペーパー「ショッパー」


