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実施日 事業名 備考 参加人数 

10月26日 
ライブラリー・アカデミー公開講座「学校図書館と調べる学習」 
（講師：大平睦美（京都産業大学教授）） 

41 

11月11日 寺活講演会（講師：橋本園美（東大阪市 本泉寺）） 49 

12月17日 ひのきのかんなくずを使ってリースをつくろう 62 

12月17日 
賢治の魅力ーその"こわさ"を読み解く 作品「風の又三郎」 
を中心に（講師：遠藤純（児童文学研究者 京都華頂大学准教授））
～ 植本祭vol.3まちライブラリー＠大阪府立中央図書館 

18 

1月24日 
～3月24日 

ピラティス＆ストレッチ講座 15 

2月4日 
第四回来て見て笑って「ライティ寄席」（出演：桂阿か枝、 

桂雀太、笑福亭呂好） 
115 

2月19日 
ハッピーフェスタ（キャラクターショー、マルシェ、屋台、子ども広

場） 
1,121 

3月11日 
お試しホール利用「音楽で希望をつなぐ♪ 福島・熊本震災 チャリ

ティーコンサート」 
152 

3月18日 「らいぶらり寄席」（出演：桂春蝶、桂文鹿、林家菊丸、笑福亭由瓶） 後援：東大阪市 81 

《展示・資料展示》平成28年度

● 展示コーナー （カッコ内は、共催等の協力機関）※ ○がある展示は指定管理者担当

実施日 タイトル ※ 

3月24日～4月11日 青少年読書感想画コンクール優良作品展示会 

4月12日～5月1日 アメリカ合衆国紹介ポスターショー（関西アメリカンセンター） 

4月19日～5月8日 氷河時代展（大阪市立自然史博物館） 

5月10日～5月29日 昆虫好き？きらい？（大阪府営箕面公園昆虫館） 

5月30日～6月13日 里親週間展（東大阪家庭センター） 

5月30日～6月13日 大阪製ブランド展示（ものづくり支援課） 

5月31日～6月12日 教科書見本本 特別展示会（大阪府教育庁市町村教育室小中学校課） ○ 

6月14日～6月19日 大阪府高齢者大学同窓会東部作品展示会（大阪府高齢者大学同窓会東部） ○ 

6月21日～7月3日 第57回大阪府統計グラフコンクール入賞作品展示（大阪府総務部統計課） ○ 

6月21日～7月3日 企画展示「オリンピックを楽しもう ～リオから東京へ～」 

7月5日～7月31日 大阪文学散歩－元禄時代を中心に（歴史街道推進協議会） 

8月2日～8月7日 東大阪市平和のつどい 平和資料展（東大阪市人権文化部人権室人権啓発課） ○ 

8月9日～8月21日 未来展（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月23日～9月11日 卑弥呼の時代を描こう展（大阪府立弥生文化博物館） 

8月23日～9月25日 動物愛護週間展（動物愛護畜産課） 

9月13日～10月10日 田辺聖子がつなぐ「女流」文学の系譜（大阪樟蔭女子大学図書館 田辺聖子文学館） 

9月13日～10月10日 謎の松岳山古墳（柏原市立歴史資料館・柏原市市民歴史クラブ） 

10月10日～10月23日 JICAボランティア活動紹介展（JICA関西） 

10月14日～12月25日 
資料展示「宮沢賢治生誕120年記念 メディアを横断する「賢治」－ガラス絵、絵本、マンガ
にみる宮沢賢治－」（一般財団法人大阪国際児童文学振興財団） 

10月14日～12月25日 絵本原画展示「賢治曼陀羅 泉啓一ガラス絵展」（一般財団法人大阪国際児童文学振興財団） ○ 

12月4日～12月4日 人権展（府民文化部人権局） 

1月6日～1月22日 アート魚拓展（東洋魚拓 拓正会） ○ 

1月20日～2月12日 ワッハ上方と上方演芸の殿堂入り（大阪府立上方演芸資料館） 

1月24日～2月5日 生涯学習成果作品展示会・出展者交流会 

2月7日～2月26日 竹内街道・横大路フォトコンテスト・絵画コンクール入賞作品展 

2月14日～3月5日 大阪の伝統工芸品展（ものづくり支援課） 

2月28日～3月5日 第58回大阪府統計グラフコンクール入賞作品展示（大阪府総務部統計課） 

3月7日～3月20日 震災展 
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実施日 タイトル ※ 

3月7日～3月20日 
「ニッサン童話と絵本のグランプリ」受賞作品原画展 
（一般財団法人大阪国際児童文学振興財団） 

3月22日～4月9日 第12回大阪こども「本の帯創作コンクール」入賞作品展示 ○ 

3月22日～4月9日 青少年読書感想画コンクール優良作品展示会 

3月29日～4月15日 第11回 若者ダンスカーニバル 写真展 ○ 

● トピック展示

実施期間 タイトル 

4月1日～4月30日 捕物帖を読みませんか その1
5月1日～5月31日 伊勢志摩サミット 

6月1日～6月30日 選挙についての本 

7月1日～7月31日 海の本山の本 

7月16日～8月16日 追悼 永六輔 

8月2日～8月31日 イチローと日本人メジャーリーガーたち 

9月1日～9月30日 日本古典文学散歩 

10月1日～10月30日 ノーベル賞 

11月1日～11月30日 追悼 平尾誠二 

11月1日～11月30日 捕物帖を読みませんか その2 

11月1日～12月15日 2016年ノーベル賞 

12月1日～12月28日 追悼 2016年に亡くなられた方々の作品
1月5日～1月31日 井伊直虎、そして同時代を生きた女性たち 

2月1日～2月28日 手づくりを贈ろう！ 

3月1日～3月31日 「本蔵（ぼんくら）―知る司書ぞ知る（17号～27号）」で紹介した本 

● 展示のための資料貸出 （主要なもの）

実施期間 タイトル 場所 出展資料名

7月23日～8月7日 企画展「世界のおいしい絵本展」
EXPO’70パビリオン 
１階ホワイエ

「だいふくもち」

ほか98点

9月8日～11月8日 

企画展「小寺鳩甫と酒井七馬展～『大阪パック』

から「新寶島」まで～

（共催：大阪府立中央図書館国際児童文学館）

京都国際

マンガミュージアム

「ハローマンガ」1（1） 

ほか14点 

9月 25日・10月 2日・23日

企画展「小寺鳩甫と酒井七馬展～『大阪パック』

から「新寶島」まで～」関連イベント 紙芝居

実演（共催：大阪府立中央図書館国際児童文学館）

京都国際

マンガミュージアム

「少年ローン・レンジャ

ー」1 

10月15日～11月27日 
展覧会「描かれた大正モダン・キッズ―婦人之

友社『子供之友』原画展」
兵庫県立歴史博物館

「子供之友」第7巻7号 

ほか17点 

11月19日～1月15日 企画展「動き出す！絵画」展
和歌山県立近代美術

館

「幼年世界」8 巻 7 号～8

巻12号（合本雑誌） 

12月13日～1月24日 安野光雅美術館第4期展 
津和野町立

安野光雅美術館

「しぜんのくに」（1976年

5月号）ほか12点 

8件164点（国際児童文学館） 

1件2点（図書館） 
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● 出版・放送関係への資料提供

21件242 点（国際児童文学館） 

9件24 点（図書館) 

《講師派遣》平成28年度

実施日 派遣先 内容 

4月12日・22日 大阪府新規採用職員研修 政策立案支援サービスについて 
4月24日 大阪市立自然史博物館 共催「はじめてのバードウォッチング」会場で資料紹介 
6月3日 岐阜県図書館 司書等研修会 第3日目「障がい者サービス」 
6月16日 

日本ライトハウス情報文化セ
ンター

職員研修会「差別解消法施行後の公共図書館のサービスについて」 
6月28日 京都精華大学 京都精華大学司書課程科目「情報サービス論」 

6月30日 大阪府議会事務局（調査課） 
大阪府立図書館の政策立案支援サービス―P-support（Pサポート）

のご紹介― 

7月26日 沖縄県立図書館 
平成28年度公立図書館職員研修会「図書館における障がい者サー
ビスのあり方について」

8月1日 大阪府立箕面支援学校 夏季ミニ講座「読み聞かせ研修会」 

8月3日 大阪府教育センター 
保育技術専門研修 
小学校読書活動推進研修

8月4日 大阪府教育センター 図書館を活用した授業づくり 
8月18日 

(財)大阪府視覚障害者福祉協
会 

大阪府朗読奉仕員中級養成講座 

9月6日 
点訳・音声訳の会新潟県連合会
（新潟県点字図書館） 

連合会音訳部会研修会「音訳者に求められる視覚障害者等への情報
提供」 

9月29日 桃山学院大学 司書講習「図書館サービス特論」 1限目 2限目 

10月26日 
京セラ丸善システムインテグ
レーション株式会社（セミナー
ハウス クロスウェーブ梅田） 

公共図書館セミナー2016 関西「障害者差別解消法施行に向けた図
書館のサービス」 

11月10日 
東部地区小学校教育研究会図
書館部研修会

「読み聞かせから豊かな感性を養う」

11月11日 関西大学 関西大学図書館情報学課程科目「児童サービス論」 

11月11日 
富山県図書館協会 
（富山県立図書館）

公共図書館全県研究集会「「図書館における障害を理由とする差別
の解消の推進に関するガイドライン」と具体的な障害者サービス」 

11月24日 大阪府立狭山高等学校 府立学校への情報検索出前講習 

12月 13日・14日 国立国会図書館関西館 障害者サービス担当職員向け講座 

1月17日・18日 
東大阪市教育委員会 
社会教育部青少年スポーツ室 

留守家庭児童育成クラブ職員研修会 

1月27日 高知県立図書館
平成28年度図書館サービス上級研修「障害者サービスと障害者差
別解消法」 

3月14日 福井県立図書館 
平成28年度第4回福井県公共図書館職員実務講座「障害者サービ
スの始め方」 

主な提供資料名 出版物・番組名 出版・製作者名 

『月曜』１(1) 1月創刊号 『サライ』平成28年6月号 小学館 

『幼年世界』8巻10号 「動き出す！絵画」展図録、展示パネル 和歌山県立近代美術館 

『小学二年生』1972年11月号ほか7点 『谷ゆき子の世界』 株式会社リットーミュージック 

『猫車』第1巻 「ザ・ドキュメンタリー 水木しげる篇」 株式会社BS朝日 

『お伽正チャンの冒険1の巻』ほか8点 
Nスタプラス長崎 特集「挿絵画家 椛島勝一の

世界」 
NBC長崎放送株式会社 

『満洲帝國外務局図書分類目録』 『「満洲国」公的機関収蔵図書目録』 ゆまに書房 

『加賀藩史料第９編』 朝生ワイド す・またん！＆ZIP 讀賣テレビ放送株式会社

『税務相談所時報』第21、22号 税務大学校ホームページ 
国税庁税務大学校和光校舎税

務情報センター

『Birth control review』17(4) 『性を管理する帝国』 大阪大学出版会 

『フランス百科全書』 『知の進化論』 朝日新聞出版 




