
 

 

《展示・資料展示》平成 30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15日 電車模型展示  

4月1日～4月15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15日 本の帯創作コンクール入賞作品展  

4月17日～5月13日 「きのこ！キノコ！木の子！～きのこから眺める自然と暮らし～」（大阪市立自然史博物館）  

4月17日～5月13日 
パネル写真展「次世代にみどりを傳えるー緑の募金と子どもたち－」（大阪みどりのトラスト

協会） 
 

5月15日～6月3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）  

5月15日～6月10日 企画展示「明治150年」（大阪府公文書館）  

5月25日～6月5日 がんばっているいろいろなねじ展 ○ 

6月12日～6月24日 大阪製ブランド展示（ものづくり支援課）  

6月12日～6月24日 教科書見本 本の 特別展示会（出展：大阪府教育庁市町村教育室小中学校課） ○ 

6月26日～7月1日 高齢者大学同窓会東部作品展示会（出展：大阪府高齢者大学同窓会東部） ○ 

7月3日～7月29日 
時代の節目に考える日本らしさ-その『時』･『場所』･『人』で歴史は動いた-（歴史街道推進

協議会） 
 

7月3日～8月5日 夏休み天体観望会 関連図書展示 ○ 

7月14日～7月31日 バリアフリー映画上映会 関連資料展示 ○ 

7月14日～7月31日 タイムスリップ！EXPO'70（大阪府日本万国博覧会記念公園事務所・万博ミュージアム）  

7月31日～8月5日 東大阪市平和のつどい 平和資料展（出展：東大阪市人権文化部人権室人権啓発課） ○ 

7月31日～8月19日 デジタル環境ポスター展（エネルギー政策課）  

8月7日～9月2日 夏休み！君のチャレンジ応援展  

8月7日～8月19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21日～9月17日 絵画原画展示 ○ 

8月21日～9月17日 万博絵画展示（万国博覧会記念公園事務所）  

9月9日～9月24日 河内乃國街道文化遺産写真展 ○ 

9月20日～10月10日 大和川・洪水との戦い-河内国分村の場合-（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10日 卑弥呼の時代を描こう展(大阪府立弥生文化博物館)  

10月12日～11月7日 あなたのおすすめ本のＰＯＰ広場  

10月16日～11月7日 上方演芸って? ～上方演芸入門編～（大阪府立上方演芸資料館）  

11月9日～12月28日 
「ふしぎの描き方―あまんきみこ＆富安陽子の世界」 

（協力：一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団） 
 

12月1日～1月14日 冬の天体観望会 関連図書展示 ○ 

12月4日～12月16日 人権展（府民文化部人権局）  

12月7日～12月24日 第三回府民講座関連図書展示 ○ 

12月18日～1月14日 ユニセフ協会展示（大阪ユニセフ）  

1月5日～1月14日 アート魚拓展 ○ 

1月16日～1月30日 森と自然を活用した保育・幼児教育活動事例紹介パネル展（大阪みどりのトラスト協会）  

1月16日～2月11日 IR資料展示（IR推進局）  

1月16日～2月11日 企画展示「大原社会問題研究所と「大原文庫」の百年」  

2月5日～2月17日 竹内街道・横大路（大道）2017デジタルフォトコンテスト入賞作品展（都市整備部）  

2月13日～3月10日 
鉄道車輌の塗色の魅力とその変遷 －大阪府立中央図書館の近郊を走る近鉄・大阪メトロ車輌

を中心に 
 



 

 

実施日 タイトル ※ 

2月13日～3月10日 
ラグビーワールドカップ2019日本大会大阪・花園開催（ラグビーワールドカップ2019大会準

備共同事務室） 
 

2月12日～3月24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12日～3月24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30日～4月7日 第13回若者ダンスカーニバルin大阪府立中央図書館 写真展 ○ 

 

●トピック展示   

実施期間 タイトル 

4月1日～5月9日 野球小説 

5月11日～6月13日 「本蔵（ぼんくら）-知る司書ぞ知る」で紹介した本 

5月30日～6月10日 追悼 津本陽 

6月15日～7月31日 太宰治の文学世界～桜桃忌に寄せて～ 

8月1日～8月31日 Marx,Karl Heinrich –マルクス生誕200年– 

8月21日～9月17日 初恋 First Love 

8月29日～9月12日 追悼 さくらももこ 

9月1日～9月30日 防災・減災 –いざというときにあわてないために– 

10月2日～10月31日 麺の本 －インスタントラーメン誕生60周年によせて－ 

11月1日～11月30日 知りたい！2018ノーベル賞 

11月3日～12月2日 本がある空間の物語 

12月1日～12月28日 追悼 2018 

1月5日～1月31日 東京1964～韋駄天たちが描いた夢～ 

1月16日～2月13日 追悼 梅原猛 

1月17日～2月3日 追悼 横田順彌 

1月31日～2月28日 追悼 橋本治 

2月1日～2月28日 鬼 －“オニ”の系譜－ 

2月11日～2月28日 追悼 堺屋太一 

2月26日～3月13日 追悼 ドナルド・キーン 

3月1日～3月31日 ベストセラーで振り返る平成の30年（小説） 

3月15日～4月10日 桜（はな）の下にて春読まむ 

 

 

 

 

 

 



 

 

● 展示のための資料貸出  

実施期間 タイトル 場所 出展資料名 

4月21日～6月3日 
「怪談えほん原画展+稲生モノノケ録『ぼくはへ

いたろう』の世界展」 
刈谷市美術館 『少年世界』31巻9号 

4月21日～6月17日 
企画展「明治の刀工 月山貞一 ～同時代の収

集家 村山龍平のあゆみ」 
香雪美術館 

『名家歴訪録 上巻』 

ほか1点 

7月10日～9月30日 企画展「鈴木松年 今蕭白と呼ばれた男」 香雪美術館 
『松年画譜 第１』 

ほか5点 

7月21日～10月21日 
特別展「きのこ！キノコ！木の子！ ～きのこ

から眺める自然と暮らし～」 

大阪市立自然史博物

館 

『Plantae officinales, 

oder, Sammlung 

officineller Pflanzen 

Bd.1』 

7月28日～9月24日 
「川崎セツルメント展―地域に根差した社会事

業―」 

川崎市市民ミュージ

アム 

『川崎セツルメントこど

も会活動作品集』ほか2点 

9月15日～11月11日 
生誕 110 年記念「夢を奏でる―東山魁夷とメル

ヘン」 

香川県立東山魁夷せ

とうち美術館 

『コドモノクニ』9巻2号

ほか7点 

10月3日～12月3日 
特別展「100周年記念 大阪の米騒動と方面委

員の誕生」 
大阪歴史博物館 

『全国慈善事業視察報告

書 1』ほか23点 

1月12日～3月17日 
「Oh！マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー&ピ

ーポー」 
兵庫県立美術館 『少年 大空への道』 

1月12日～3月24日 「子どものための建築と空間」 
パナソニック汐留ミ

ュージアム 

『きりん』1巻1号ほか5

点  

                                                                               5件16点（国際児童文学館）  

4件33点（図書館） 

                                            

● 出版・放送関係への資料提供 （主要なもの） 

24件94点（国際児童文学館） 

19件513点（図書館) 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な提供資料名 出版物・番組名 出版・製作者名 

『少女』4巻6号ほか 『明治150年記念Ⅰ 明治の夢二』展 竹久夢二美術館 

『赤い鳥』1巻1号ほか 報道ランナー「走れ！ギモン調査部」 関西テレビ放送報道センター 

『コドモノクニ』9巻2号ほか 
生誕110年記念「夢を奏でる―東山魁夷とメルヘ

ン」 

香川県立東山魁夷せとうち美

術館 

『りぼん』1955年10月号（1巻2号）

ほか 
中日新聞文化面連載記事「女性誌タイムトラベル」 中日新聞社文化部 

『少年 大空への道』 
「Oh！マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー&ピー
ポー」展図録 

兵庫県立美術館 

『全国慈善事業視察報告書 1』ほか 
特別展『100周年記念 大阪の米騒動と方面委員の

誕生』図録とパネル 
大阪歴史博物館 

『The child and the war』 『大原社会問題研究所雑誌』724号 法政大学大原社会問題研究所 

『夢のうき橋』 NHK『歴史秘話ヒストリア 黄金の旅』 NHK大阪放送局 

『図説万国博覧会史』 『大阪万博が日本の都市を変えた』 ミネルヴァ書房 


