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実施日 事業名 備考 参加人数 

12月2日 
ひのきのかんなくずを使ってリースをつくろう！ 

 （講師：ボランティアグループ パロムロムパ） 

共催：まちライブラリー＠大阪

府立中央図書館  
46 

12月16日 ロビーコンサート（クラリネット五重奏）  64 

2月3日 

～2月4日 

ハッピーフェスタvol.3 

 ・釈徹宗×桂文我 大阪の物語「弱法師」を語る 

  （講師：釈徹宗（如来寺住職・相愛大学教授）、桂文我（落語家）） 

 ・ロビーコンサート（雅楽コンサート） 

 ・スイーツアクセサリーワークショップ 

  （講師：クレイパティシエール認定講師） 

 ・ミニ縁日 

  ・布目の里 野菜販売 

 

関連図書展示 

 

協力：大阪楽所 

 

 

 

 

167 

 

180 

81 

 

128 

 

2月10日 第八回 ライティ寄席（出演：笑福亭 風喬、桂 阿か枝、露の眞）  76 

1月16日 

～3月13日 
ピラティス＆ストレッチ冬期講座（全8回）  58 

3月11日 
「河内木綿で作る手織りコースター」  

（講師：河内木綿はたおり工房） 

共催：まちライブラリー＠大阪

府立中央図書館 
42 

3月17日 
第二回 鶴瓶・由瓶 親子会（出演：笑福亭 鶴瓶、笑福亭 由瓶、

桂 華紋） 
 375 

 
 
《展示・資料展示》平成 29年度 

● 展示コーナー等 （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 ※ 

4月1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  

4月1日～4月9日 本の帯創作コンクール入賞作品展  

4月11日～5月7日 一押し！瀬戸内海の自然トピック（大阪市立自然史博物館）  

4月11日～5月7日 すごいぞ昆虫（大阪府営箕面公園昆虫館）  

4月11日～5月14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27日～5月27日 中尾あむ 製本作品展 ○ 

5月9日～5月28日 さとやま いこまの森をまもる（大阪みどりのトラスト協会）  

5月12日～6月11日 企画展示「漱石と弟子たち-津田青楓が選んだ十弟子を中心に」  

5月12日～5月28日 いろいろなねじ展（株式会社コノエ） ○ 

5月12日～5月28日 まちライブラリー＠大阪府立中央図書館 植本祭vol.4関連図書展示 ○ 

5月13日～5月25日 大阪製ブランド展示（ものづくり支援課）  

6月13日～6月25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20日～7月17日 バリアフリー映画上映会「くちびるに歌を」関連資料展示 ○ 

6月21日～8月20日 水都大阪の歩み－近世から近代の川と港を中心に－（大阪歴史博物館）  

6月27日～7月2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） ○ 

7月4日～7月30日 江戸時代の旅－伊勢参宮を中心に－（歴史街道推進協議会）  

8月1日～8月6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8日～8月20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8日～9月3日 私を館外（おそと）へ連れてって－貸出0（ゼロ）回本展示－  

8月22日～9月18日 絵画原画展示「茂田井武原画展－「きつねのおつかい」にみる物語絵の魅力－」 ○ 

9月20日～10月12日 1,300年の時を超えて－竹原井頓宮－（柏原市立歴史資料館・柏原市市民歴史クラブ）  

9月20日～10月12日 田辺聖子物語－作家の自伝的作品－（大阪樟蔭女子大学図書館 田辺聖子文学館）  



 

- 22 - 

 

実施日 タイトル ※ 

9月20日～10月1日 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に係る展示（動物愛護管理センター）  

10月2日～10月22日 JICAボランティア活動紹介展（JICA関西）  

10月13日～11月8日 企業ミュージアム特別展示 （江崎グリコ）  

10月20日～11月5日 ハッピーフェスタvol.2「多面差し」でプロ棋士・竹内雄悟四段に挑戦！ 関連図書展示 ○ 

10月24日～11月5日 あなたのえらぶ本のＰＯＰ広場  

11月10日～12月28日 
ドイツの子どもの本の魅力－翻訳者 上田真而子の仕事－（一般財団法人大阪国際児童文学振

興財団） 
 

12月5日～12月17日 人権展（府民文化部人権局）  

1月6日～1月14日 アート魚拓展（東洋魚拓 拓正会） ○ 

1月7日～1月28日 
第5回大阪ほんま本大賞特別賞受賞記念大阪人の胸のうち益田ミリ原画展

（OsakaBookOneProject、光文社） 
○ 

1月16日～2月4日 釈徹宗×桂文我 大阪の物語「弱法師」を語る 関連図書展示 ○ 

1月16日～1月28日 生涯学習成果作品展示会・出展者交流会  

1月30日～2月25日 「わろてんか」の時代の上方演芸（大阪府立上方演芸資料館）  

2月14日～2月25日 大阪府内登録有形文化財写真 関連図書展示 ○ 

2月20日～2月25日 大阪府内登録有形文化財写真展（大阪の文化遺産総合活用実行委員会） ○ 

2月27日～3月12日 大阪の伝統工芸品展（ものづくり支援課）  

3月12日～3月24日 大阪府統計グラフコンクール入賞作品展示（総務部統計課）  

3月13日～3月25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24日～3月31日 第12回 若者ダンスカーニバル関連写真展 ○ 
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●トピック展示  （カッコ内は、共催等の協力機関） 

実施期間 タイトル 

4月1日～4月30日 日本のマンガ：100年の歴史 

5月2日～5月31日 IoTと「未来」 

6月1日～6月30日 藤沢周平没後20年 

6月9日～7月11日 追悼 杉本苑子 

7月1日～7月30日 アフリカの民話と風景と読み物と 

7月19日～8月31日 統合型リゾート(IR)と行政（IR局） 

7月27日～8月31日 追悼 日野原重明先生 

9月1日～9月30日 「敬老の日」に読んでみる! 

10月1日～10月31日 大政奉還150年 

10月13日～11月8日 私、空いてますよ。 

11月1日～11月30日 2017年ノーベル賞 

12月1日～12月28日 2017年に亡くなられた方々の作品 

12月15日～1月6日 井山裕太杯 東大阪市新春囲碁フェスティバル（東大阪市） 

12月26日～1月31日 追悼 葉室麟 

1月5日～1月31日 西郷隆盛と西南戦争 

1月19日～2月28日 直木賞受賞！ 門井慶喜著作展 

1月26日～2月28日 追悼 ル・グウィン 

2月1日～2月28日 ウィンタースポーツのススメ 

2月2日～2月28日 追悼 西部邁 

2月11日～3月31日 追悼 石牟礼道子 

2月27日～3月31日 追悼 金子兜太 

3月1日～3月31日 リーマン・ショックから10年－金融市場とはなにか 

3月16日～4月15日 追悼 スティーヴン・ホーキング 

3月20日～4月30日 追悼 内田康夫 

● 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 

4月22日～6月4日 
「描かれた大正モダン・キッズ―婦人之友社『子

供之友』原画展」の特別展示 
刈谷市美術館 

『こども』第11号ほか46

点 

4月22日～6月4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」 
刈谷市美術館 

『子供之友』第 7 巻 7 号 

ほか17点 

6月22日～7月30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」 
天童市美術館 

『子供之友』第 7 巻 7 号 

ほか17点 

10月2日～10月5日 
企画展「市制施行50周年記念 資料展示会 祝東

大阪市誕生」 

東大阪市役所 総合庁

舎  

『大阪地方計画'62』、 

『大阪地方計画1966』  

10月6日～1月24日 
企画展「キンダーブックの90年―童画と童謡で

たどる子どもたちの世界―」 
印刷博物館 

『家庭教育絵ばなし』第5

号ほか6点 

12月1日～12月26日 企画展「安井武雄展」 
大阪府立中之島図書

館  

『建築雑誌』第 27 巻

313-324号 

4件90点（国際児童文学館） 

                                           3件5点（図書館） 
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● 出版・放送関係への資料提供 

22件103 点（国際児童文学館） 

                                          18件34点（図書館)  

 

 

《講師派遣》平成29年度 

実施日 派遣先 内容 

4月12日 大阪府立四條畷高等学校 第2学年 課題研究授業（探究活動における情報検索の仕方） 

5月24日 桃山学院大学 インテグレーション科目「図書館・博物館への誘い〈春〉」 

6月15日 姫路市立城内図書館 図書館員として必要な障害者理解と障害者への具体的対応方法 

7月25日 大阪府立東大阪支援学校 読みきかせおよびデイジー図書学習会 

8月10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 

8月29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30日 桃山学院大学 司書講習「図書館サービス特論ⅠA」全8コマのうち1コマ 

10月3日 日本図書館協会 中堅職員ステップアップ研修1「レファレンスツールの評価」 

10月12日・13日 全国図書館大会 
第9分科会「ディスレクシアなど学習障害を含む発達障害者・児へ

の図書館サービス」 

11月 14日・15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 

11月17日 
社会福祉法人日本盲人社会福

祉施設協議会（玉水記念会館） 
第36回音訳指導員講習会 講義「音訳における調査技術」 

11月22日 大阪府立東大阪支援学校 ＰＴＡ学習会（絵本の読み聞かせ、デイジー図書について） 

11月24日 山口県立山口図書館 公立図書館職員等専門講習会「図書館の利用に障害のある人とは」 

12月20日 桃山学院大学 司書補講習科目「レファレンスサービス」 

12月20日 桃山学院大学 司書補講習「図書館サービス特論ⅠA」全8コマのうち1コマ 

2月13日 大東市立図書館 図書館研修会「図書館における高齢者対応、認知症対応について」 

2月28日 大阪府学校図書館協議会 平成29年度大阪府学校図書館協議会合同会議 

3月1日 
社会福祉法人京都ライトハウ

ス 
情報部門ボランティア勉強会「点訳・音訳における調査技術」 

 
 
 
 

主な提供資料名 出版物・番組名 出版・製作者名 

『コドモノクニ』9巻2号ほか 『昭和偉人伝 東山魁夷』 株式会社近代映画協会 

『少女画報』2巻9号ほか 
『にっぽんアニメーションことはじめ「動く」

漫画のパイオニアたち～展』 
川崎市市民ミュージアム 

『幼年世界』8巻3号 『読売新聞』 読売新聞東京本社 

『家庭教育絵ばなし』第一号ほか 
展示会「日本の絵本の歩み―絵巻から現代の絵

本まで」 

国立国会図書館国際子ども図書

館 

『赤い鳥(オリジナル)』第1巻 『朝日小学生新聞』 朝日学生新聞社大阪支社 

『築地小劇場検閲上演台本集』第10巻 『読売新聞』 読売新聞大阪本社文化部 

『朝日新聞（大阪）マイクロ版』大正10
年10月27日大阪夕刊 

読売テレビ「かんさい情報ネットten 街かどト
レジャー」 

オフィスXXL 

『The World's Fair in colortypes and 
monotones』 

「美術工芸の半世紀 明治の万国博覧会展」 
図録 

久米美術館 

『東大阪市史』近代I 『本庄地車大修理記念誌』 本庄地車保存会 


