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《展示・資料展示》令和元年度 

● 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7日 青少年読書感想画コンクール優良作品展示会(学校図書館協議会)  

4月1日～4月7日 本の帯創作コンクール入賞作品展（大阪読書推進会）  

4月9日～4月21日 鳥飼仁和寺大橋有料道路フォトコンテスト展(大阪府道路公社)  

4月9日～4月21日 生涯学習成果作品展示会(絵手紙サロン等)  

4月23日～5月12日 
「森林(もり)を守る 森林(もり)を活かす」（公益財団法人大阪みどりのトラスト協会共催展

示） 
 

4月24日～5月24日 大阪市立自然史博物館巡回展『外来生物』（大阪市立自然史博物館）  

5月14日～5月26日 「生物多様性の恵みを知ろう」（公益財団法人大阪みどりのトラスト協会共催展示）  

5月21日～6月2日 関西詩人協会展示（関西詩人協会）  

5月28日～6月2日 大阪府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） ○ 

6月4日～6月16日 大阪製ブランド展示（ものづくり支援課）  

6月4日～6月30日 企画展示「太宰治生誕110年 太宰治の文壇交遊録」  

6月4日～6月30日 アメリカンポスター展（関西アメリカンセンター連携事業）  

6月18日～6月30日 令和２年度使用教科書見本本特別展示会（出展：大阪府教育庁市町村教育室小中学校課） ○ 

6月18日～8月11日 ふるさと怪談トークライブ in東大阪 関連図書展示 ○ 

6月23日～7月13日 中国主題図書展示会（主催：中国・国家新聞出版署運営：中国図書進出口（集団）総公司）  

7月2日～7月26日 統計画グラフコンクール展示（総務部統計課）  

7月2日～7月28日 百舌鳥・古市古墳群から古墳の意味を探る＆関西の古墳を巡ろう！（歴史街道推進協議会）  

7月2日～7月20日 知ってるかな？がんばっている いろいろなねじ展 ○ 

7月2日～7月28日 夏の天体観望会 関連図書展示 ○ 

7月30日～8月4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30日～8月18日 おおさか環境デジタルポスターコンテスト受賞作品（エネルギー政策課）  

8月1日～8月17日 バリアフリー映画上映会 関連資料展示 ○ 

8月6日～8月18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20日～9月16日 絵画原画展示 ○ 

8月20日～10月14日 大阪検定ポスター展（大阪商工会議所）  

8月20日～9月16日 卑弥呼の時代を描こう展(大阪府立弥生文化博物館)  

9月3日～10月6日 秋の天体観望会 関連図書展示 ○ 

9月18日～10月19日 いまこそ読みたい田辺聖子展（大阪樟蔭女子大学図書館 田辺聖子文学館）  

9月19日～10月13日 「安宿郡（あすかべぐん）の古墳と寺院-7・8世紀の近つ飛鳥」（柏原市立歴史資料館・柏原市

市民歴史クラブ） 
 

10月11日～10月27日 「大和川付け替え」と「中甚兵衛物語 原画展」 ○ 

10月16日～11月6日 「第12回あなたのおすすめ本のPOP広場」展  

10月16日～11月6日 「夜間中学はいま」パネル展（産経新聞連載企画）  

11月12日～11月19日 大阪湾再生巡回展（大阪湾再生推進会議）  

11月15日～12月28日 「魅せます！紙芝居展」 

（協力：一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団） 
 

11月16日～12月1日 みんなでつくろう EXPO2025 ロゴマークをデザインしてみよう！ 関連図書展示 ○ 

12月3日～12月15日 ひつじのショーン パネル展 ○ 

12月4日～12月15日 人権展（府民文化部人権局）  

1月5日～1月19日 アート魚拓展 ○ 
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実施日 タイトル ※ 

1月8日～3月29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）    ※臨時休館のため3月1日で終了 
 

1月21日～2月2日 生涯学習成果作品展示会(絵手紙サロン等)  

1月28日～3月1日 冬の天体観望会 関連図書展示 ○ 

2月4日～2月16日 ミニ伝統工芸品展（大阪府伝統工芸品推進委員会）  

2月4日～2月16日 竹内街道・横大路 第6回 デジタルフォトコンテスト入賞作品展（都市整備部）  

2月19日～3月8日 
大阪をめぐる鉄道車両の魅力 －大阪周辺ＪＲ・私鉄車両 過去から現在まで－ 

※臨時休館のため3月1日で終了 
 

2月19日～3月8日 IR資料展示（IR推進局）※臨時休館のため3月1日で終了  

3月10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）※臨時休館のため中止  

3月24日～3月31日 第14回若者ダンスカーニバルin大阪府立中央図書館 写真展 ※臨時休館のため中止 ○ 

 

●トピック展示   

実施期間 タイトル 

4月1日～5月8日 ベストセラーで振り返る平成の30年（小説以外） 

4月26日～5月31日 日本の皇室・世界の王室 

6月1日～6月30日 1909年に生まれた作家たち-生誕110年- 

6月12日～7月10日 追悼 田辺聖子 

7月2日～7月31日 月や星についての本 

8月1日～8月31日 山歩きはじめてみませんか？ 

9月1日～9月29日 税とお金を考える －消費税10％に備えて－ 

9月6日～9月16日 追悼 佐藤雅美 

9月6日～9月16日 追悼 池内紀 

9月14日～10月14日 ラグビーを楽しもう！ 

10月1日～10月31日 グルメ本大集合!! 

10月13日～10月27日 追悼 和田誠 

11月1日～11月30日 アート×ミステリー 

11月1日～11月30日 すごい！2019ノーベル賞 

11月4日～11月17日 追悼 眉村卓 

12月1日～12月28日 追悼 2019 

12月1日～12月28日 永井荷風とモダン都市の風景 

1月5日～1月31日 明智光秀と本能寺の変 

1月5日～1月31日 男はつらいよ～寅さんForever～ 

2月1日～2月29日 暦を紐解く～令和最初のうるう年～ 

2月1日～2月16日 追悼 藤田宜永 

2月15日～3月6日 偉大なる落伍者・坂口安吾 ※臨時休館のため3月1日で終了 

2月28日～3月11日 追悼 古井由吉 ※臨時休館のため3月1日で終了 

3月1日～3月31日 偽書 奇書の世界 ※臨時休館のため6月30日まで延長 
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● 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 

7月27日～9月8日 「子どものための建築と空間」 青森県立美術館 
『きりん』1巻 1号ほか 5

点 

9月18日～11月24日 
「のらくろであります！ 田河水泡と子供マン

ガの遊園地」 

川崎市市民ミュージ

アム 

『バクダン小僧』86号ほ

か14点 

 10月11日～12月1日 「没後50年 富貴のひと 鍋井克之」 
池田市立歴史民俗資

料館 

『少女倶楽部』12巻11号

ほか3点 

12月5日～2月2日 「開館30周年記念展 -豊岡を彩る画家たち-」 
豊岡市立美術館-伊藤

清永記念館- 
『二人王子』ほか3点 

3月14日～5月10日 

「土木遺産展 -関西のトンネルめぐり-」 

※新型コロナウイルス感染症対策の臨時休館の

ためホームページ上での公開 

大阪府立狭山池博物

館 

『大津京都間線路変更工

事誌』ほか2点 

                                                                              4件25点（国際児童文学館） 

                                      1件3点（図書館） 

 

                                                                                    

● 出版・放送関係への資料提供 （主なもの） 

25件249点（国際児童文学館） 

                                          15件37点（図書館)                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な提供資料名 出版物・番組名 出版・製作者名 

『少女世界』5巻12号 『<児童文学>の成立と課外読み物の時代』 和泉書院 

『コドモノクニ』13巻13号 ほか 『生誕110年 まど・みちお てん』図録とパネル 周南市美術博物館 

『幼年世界』8巻5号 ほか 『にっぽんアニメ創生記』 集英社 

『楠木正成（講談社の絵本 15）』 ほ

か 
歴史秘話ヒストリア「楠木正成 巨大な敵に勝つ」 NHK大阪拠点放送局 

『国宝法然上人行状絵図Ⅳ』 
『－必見！じゃんけん！大発見－拳遊戯の世界』

展示パネルおよび図録への掲載 

大阪商業大学アミューズメン

ト産業研究所 

『産経新聞 昭和53年11月10日』ほ

か 
大阪松竹座『七月大歌舞伎』番附 大阪松竹座 

『関東地方震災救援誌 大阪府編』 
『Earthquake Children : Building Resilience 

from the Ruins of Tokyo』 

Harvard University of Asia 

Center 

『愛隣地区の社会学的実態調査』ほか 
『資料集「昭和期の都市労働者2（大阪：釜ヶ崎・

日雇）戦後編①』（仮題） 
近現代資料刊行会 


