
 
 
 

《講座・講演・イベント》平成28年度 

● 生涯学習 

実施日 事業名   参加人数 

4月24日 
はじめてのバードウォッチング（講師：和田岳（大阪市立自然史
博物館学芸員）） 

共催：大阪市立自然史博物館 47 

5月21日 
ちょうのはね工作（講師：久留飛克明（大阪府営箕面公園昆虫館
館長）） 

共催：大阪府営箕面公園昆虫館 80 

7月9 日 
講演会「人気作家西鶴への近松の挑戦」 
（講師：後藤博子（帝塚山学院大学准教授）） 

共催：歴史街道推進協議会 43 

7月16日 
講演会「人気作家西鶴への近松の挑戦」 
（講師：後藤博子（帝塚山学院大学准教授）） 

共催：歴史街道推進協議会 38 

7月 28日・29日 キッズライフアカデミー 
協力：公益社団法人消費者関連専
門家会議、大阪府金融広報委員会 

30 

8月7日 「えほんの広場」（講師：岸上多江子）  100 

8月10日 
未来展ものづくり教室「楽しい電子工作」 
（講師：大阪府立城東工科高等学校） 

共催：大阪府立大学工業高等専門
学校・大阪府立工業高等学校長会 

10 

8月10日 
未来展ものづくり教室「映像を編集して楽しい動画を作ろう 
（講師：大阪府立西野田工科高等学校） 

共催：大阪府立大学工業高等専門
学校・大阪府立工業高等学校長会 

8 

9月 4日・10日 土器・銅鐸パズル教室（講師：大阪府立弥生博物館ボランティア） 協力：大阪府立弥生文化博物館 100 

9月21日 
田辺聖子文学館見学ツアー「田辺聖子の文学的世界」 
（講師：住友元美（田辺聖子文学館学芸員）） 

共催：大阪樟蔭女子大学図書館 
田辺聖子文学館 

43 

9月22日 
防災おはなし会「火のはなし」（おはなし：東大阪市西消防署員）
（読み聞かせ：当館職員） 

協力：東大阪市消防局西消防署 60 

10月1日 
柏原市歴史資料館出張展示関連講演会「謎の松岳山古墳」 
（講師：安村俊史（柏原歴史資料館館長）） 

主催：柏原市立歴史資料館・柏原
市市民歴史クラブ 

63 

10月10日 
歯のはなし（講師：今西英明（関西女子短期大学教授）） 
（読み聞かせ：当館職員） 

  35 

11月3日 
きのこのはなし（講師：佐久間大輔（大阪市立自然史博物館主任
学芸員））（読み聞かせ：当館職員） 

共催：大阪市立自然史博物館 34 

11月5日 
秋の文化講演会「上方絵の世界」 
（講師：北川博子（あべのハルカス美術館主任研究員）） 

  27 

2月11日 
講演会「上方落語 流行唄の時代」 
（講師：荻田清（梅花女子大学名誉教授））  

68 

2月5日 生涯学習成果発表展「出展者交流会」   23 

3月20日 
防災おはなし会「ふるえるはなし」 
（おはなし：東大阪市西消防署員）（読み聞かせ：当館職員） 

協力：東大阪市消防局西消防署 53 

● 児童文化講座 
実施日 事業名   参加人数 

6月14日 
児童文化講座「石井桃子の挑戦」（講師：森英男（DoDo企画代表、
フリー映像作家）） 

共催：大阪府子ども文庫連絡会 178 

7月12日 児童文化講座「本との出会い」（講師：千葉茂樹（翻訳家）） 共催：大阪府子ども文庫連絡会 170 

12月13日 
児童文化講座「絵本の扉のむこう側─絵本のチカラとその秘密… 
編集の現場から」（講師：松田素子（編集者）） 

共催：大阪府子ども文庫連絡会 148 

1月17日 児童文化講座「言葉の力を信じて」（講師：村上しいこ（童話作家）） 共催：大阪府子ども文庫連絡会 149 

● 情報検索講座 

実施日 事業名   参加人数 

11月19日 
データベースを使いこなそう2016 -新聞・判例・経営データベース編-「新

聞で就職活動 毎索編」（講師：(株)毎日新聞社） 
 6 

11月20日 
データベースを使いこなそう2016 -新聞・判例・経営データベース編-「判

例を見方にする D1-Law編」（講師：第一法規(株)） 
 9 

11月26日 
データベースを使いこなそう 2016 -新聞・判例・経営データベース編-「新
聞で自分史発掘 聞蔵Ⅱ編」（講師：(株)朝日新聞社） 

 10 

12月3日 
データベースを使いこなそう 2016 -人物情報・雑誌記事データベース編-

「whoplus, magazineplusを使ってみよう」（講師：日外アソシエーツ(株)）  7 

12月11日 
データベースを使いこなそう2016 -新聞・判例・経営データベース編-「就

職活動に役立つ報告書 eol編」（講師：(株)プロネクサス） 
 5 

2月3日 
データベースを使いこなそう2016 –統計情報編–「国勢調査結果からみた大

阪」（講師：大阪府総務部統計課） 

共催：大阪府総務部統
計課 

10 
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● その他 

実施日 事業名   参加人数 

6月2日 
えほんの広場「面展台」製作教室 
（会場：阪南市防災コミュニティセンター） 

共催：大阪府教育庁地域教育振興課 25 

6月11日 えほんの広場「面展台」製作教室（会場：豊中市立岡町図書館） 共催：大阪府教育庁地域教育振興課 30 

6月16日 えほんの広場「面展台」製作教室（会場：門真市立図書館） 共催：大阪府教育庁地域教育振興課 15 

6月22日 えほんの広場「面展台」製作教室（会場：大阪市立中央図書館） 共催：大阪府教育庁地域教育振興課 20 

6月29日 えほんの広場「面展台」製作教室（会場：松原市民松原図書館） 共催：大阪府教育庁地域教育振興課 30 

8月18日 大阪府朗読奉仕員（ボランティア）中級養成講座 
主催：大阪府（大阪府視覚障害者
福祉協会に一部委託） 

15 

11月6日 あなたのおすすめ本のＰＯＰ広場表彰式   930 

3月24日 電子絵本制作のワークショップとおはなし会 
共催：相模女子大学学芸学部メデ
ィア情報学科 

22 

 
《指定管理事業》 
● 指定事業（府民講座） 

実施日 事業名   参加人数 

10月2日 
第1回府民講座 「大阪ほんま本大賞受賞記念対談」 
（講師：増山実、疋田哲夫） 

共催：OsakaBookOneProject 
   大阪府立中央図書館 

70 

11月12日 
第2回府民講座 「ウェラブルコンピュータを楽しもう」 
（講師：塚本昌彦（神戸大学教授）） 

 29 

1月20日 
第3回府民講座 「日本の食文化史－伝統的和食の形成と変容」（講
師：石毛直道（文化人類学者・国立民族学博物館名誉教授）） 

関連図書展示 
（選書：大阪府立中央図書館） 

65 

2月28日 
第 4 回府民講座 「『歎異抄』の魅力」（講師：釈徹宗（如来寺住
職・相愛大学教授）） 

関連図書展示 
（選書：大阪府立中央図書館） 

290 

3月26日 
第 5 回府民講座 「『枕草子』「香炉峰の雪」と紫式部 ―「才女
は災い」と言われる世で」（講師：山本淳子（京都学園大学教授）） 

関連図書展示 
（選書：大阪府立中央図書館） 

150 

● 指定事業（その他） 

実施日 事業名   参加人数 

5月4日 「木の実の動物を作ろう」（講師：生駒ネイチャークラフトクラブ）  45 

8月6日 
「ブンブンゼミと夏の昆虫（カブト虫・クワガタ虫）を作ろう！」
（講師：生駒ネイチャークラフトクラブ） 

 51 

1月21日 アート魚拓体験会（講師：東洋魚拓 拓正会） 共催：東洋魚拓 拓正会 16 

2月12日 第11回若者ダンスカーニバル 
後援：JSDA 日本ストリートダンス
協会 

380 

● 自主事業 

実施日 事業名   参加人数 

5月1日 植本祭inまちライブラリー＠大阪府立中央図書館（講師：礒井純充） 
 

35 

6月4日 
終活セミナー（講師：田畑登喜男（株式会社 セレモニー寂光 代表取
締役・終活カウンセラー協会認定 終活カウンセラー））  

54 

7月2日 
第二回 来て見て笑って「ライティ寄席」（出演：桂壱之輔、桂雀五郎、

桂紋四郎）  
72 

6月30日 
7月5日 

ピラティス体験レッスン 
 

12 
10 

7月30日 バリアフリー映画上映会「舟を編む」 

協力：住友商事  
共催：大阪府立中央図書館 
関連図書展示（選書：大阪府立
中央図書館・指定管理者） 

107 

9月6日 
～12月6日 

ピラティス＆ストレッチ講座 
 

11 

9月10日 大阪府立中央図書館にビオトープがやってきた！ 
関連図書展示（選書：大阪府立
中央図書館） 

60 

9月25日 

植本祭第2弾！まちライブラリー＠大阪府立中央図書館 

・未来 ～ ココナッツから見えてくるもの ～（講師：水井裕（株式会社コ

コウェル代表）） 

・ワークショップ「マイリップクリームを作ろう！」 

関連図書展示（選書：大阪府立
中央図書館） 

 
25 
 

14 

10月22日 第三回 来て見て笑って「ライティ寄席」（出演：桂阿か枝、笑福亭呂竹、  57 
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