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《講座・講演・イベント》平成 29年度 

● 生涯学習 

実施日 事業名  備考 参加人数 

4月23日 すごいぞ昆虫（講師：中峰 空（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 33 

5月13日 どうぞのいすづくり（指導：一般社団法人ガールスカウト大阪

府連盟・NPO法人木育フォーラム）（読み聞かせ：当館職員） 

共催：公益財団法人大阪みどりの
トラスト協会 

10 

5月14日 里山”いこま”をまもり、つかう活動発表会 共催：公益財団法人大阪みどりの
トラスト協会 

25 

5月27日 昆虫から見た大阪の自然（講師：石井 実（公益財団法人大阪

みどりのトラスト協会会長）） 

共催：公益財団法人大阪みどりの
トラスト協会 

43 

5月27日 見て、さわって、みどりと友達になろう（講師：大阪森林イン

ストラクター会） 

共催：公益財団法人大阪みどりの
トラスト協会 

17 

7月9日 講演会「江戸時代の大坂の港と舟運」（講師：八木 滋（大阪

歴史博物館学芸員）） 
共催：大阪歴史博物館 70 

7月23日 講演会「上方からのお伊勢まいり」（講師：千種 清美（皇學

館大学非常勤講師）） 
共催：歴史街道推進協議会 81 

8月1日・3日 原爆体験のおはなし 共催：東大阪市人権啓発課 105 

8月1日・2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 

77 

8月6日 「えほんの広場」（講師：岸上 多江子） 
 

12 

8月8日 未来展ものづくり教室「LEDツリーをつくろう」 

（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 

17 

9月18日 講演会「最初の大阪・弥生人はどこから来たのか」 

（講師：秋山  浩三(大阪府立弥生文化博物館副館長)） 
協力：大阪府立弥生文化博物館 69 

9月22日 田辺聖子文学館見学ツアー 

（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 

23 

10月1日 講演会「奈良時代の行幸と離宮」 

（講師：安村 俊史（柏原歴史資料館館長）） 

共催：柏原市立歴史資料館・柏原
市市民歴史クラブ 

49 

8月30日 防災おはなし会「ひのはなし」 

（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 23 

10月29日 図書館でボードゲームをする日 第1回 協力：キウイゲームズ 52 

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

学芸課長代理））（読み聞かせ：当館職員） 

共催：大阪市立自然史博物館 
53 

11月3日 秋の文化講演会「三都の浮世絵版画」 

（講師：浅野 秀剛（大和文華館館長） 
共催：大和文華館 41 

11月11日 講演会「シルクロードに悠久の夢とロマンを馳せて」第1回 

（講師： 山田 勝久（大阪教育大学名誉教授）） 
 115 

12月9日 講演会「シルクロードに悠久の夢とロマンを馳せて」第2回 

（講師： 山田 勝久（大阪教育大学名誉教授）） 
 123 

1月8日 図書館でボードゲームをする日 第2回 協力：キウイゲームズ、株式会社
ホビージャパン 

86 

1月13日 講演会「シルクロードに悠久の夢とロマンを馳せて」第3回 

（講師： 山田 勝久（大阪教育大学名誉教授）） 
 146 

1月28日 生涯学習成果発表展「出展者交流会」  15 

2月10日 講演会「シルクロードに悠久の夢とロマンを馳せて」第4回 

（講師： 山田 勝久（大阪教育大学名誉教授）） 
 92 

2月18日 講演会「わろてんかの時代の上方演芸」 

（講師：荻田 清（梅花女子大学名誉教授）） 
共催：上方演芸資料館 60 

2月24日 図書館でボードゲームをする日 第3回 協力：キウイゲームズ、株式会社
ホビージャパン 

63 
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3月10日 講演会「シルクロードに悠久の夢とロマンを馳せて」第5回 

（講師： 山田 勝久（大阪教育大学名誉教授）） 
 102 

3月11日 「メルヘンりえこ能勢のいきもの作品展」 

（講師：メルヘンりえこ（作家）） 

共催：公益財団法人大阪みどりの
トラスト協会 

82 

● 児童文化講座 
実施日 事業名 備考 参加人数 

6月13日 
「ビジュアル科学の読み聞かせ本～読みたい本がないとお嘆きの
あなたへ」（講師：赤木 かん子（児童文学評論家）） 

共催：大阪府子ども文庫連絡会 216 

7月11日 
「このよろこびをあのこに～子どもの本を作り、手渡すこと～」（講
師：小宮 由（翻訳家）） 

共催：大阪府子ども文庫連絡会 159 

12月14日 
「絵本作家について画家が考えること」（講師：堀川 理万子（画
家・絵本作家）） 

共催：大阪府子ども文庫連絡会 137 

1月23日 
「世界の子どもの本を知る―国際アンデルセン賞の選考を通して
―」（講師：土居 安子（大阪国際児童文学振興財団総括専門員）） 

共催：大阪府子ども文庫連絡会 150 

● 情報検索講座 

実施日 事業名 備考 参加人数 

7月8日 がん治療と仕事の両立支援セミナー 

大阪府立中之島図書
館にて開催。共催：NPO
法人キャンサーリボン
ズ、大阪府、MSD 株式
会社、大阪府立中之島
図書館 

－ 

12月8日 

統計をビジネスに活かす！！『大阪府統計セミナー』「第２回 統計から見

えるお客様目線のモノづくり」（講師：高木美作恵（クリエイティブマイン

ド代表）） 

第１回は大阪府立中之
島図書館にて開催。共
催：大阪府総務部統計
課 

22 

1月20日 
データベースを使いこなそう 2018 第1回 百科事典を検索しよう 「ジャ

パンナレッジ編」(講師：株式会社ネットアドバンス） 
 4 

1月26日 
データベースを使いこなそう 2018 第2回 判例をしらべよう 「Westlaw 
Japan編」(講師：新日本法規出版株式会社) 

 10 

2月16日 
データベースを使いこなそう 2018 第3回 読売新聞を検索しよう 「ヨ

ミダス歴史館編」(講師：株式会社図書館流通センター) 
 11 

2月23日 
データベースを使いこなそう 2018 第4回 商圏をしらべよう 「MieNa編」

(講師：株式会社日本統計センター) 
 7 

● その他 

実施日 事業名 備考 参加人数 

8月10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） 

2 

8月16日 大阪府立中央図書館無料上映会  52 

8月24日 親子で作って楽しもう！デジタル絵本制作ワークショップ 
共催：相模女子大学学芸学部メデ
ィア情報学科 

14 

10月25日 
～12月27日 

図書館水曜劇場（全3回） 
10月25日、11月29日、12月27
日 

－ 

12月1日 
シニアと図書館サービス 認知症にやさしい図書館とは？by阪大 
PartⅤ 

共催：シニアと図書館サービス 
認知症にやさしい図書館とは？ 
by 阪大 PartⅤ実行委員会、大阪
大学大学院医学系研究科保健学
専攻地域包括ケア学・老年看護学
研究室、大阪大学 EDGE プログラ
ム少子高齢社会のためのつなが
りをつくる redPost 

78 

12月16日 
～3月24日 

図書館土曜劇場（全7回） 
12月16日、1月6日、1月20日、
2月3日、2月17日、3月3日、3
月24日 

－ 

 

 

 


