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《展示・資料展示》平成24年度 

●展示事業 
実施期間 タイトル 

3月27日(火)～4月8日(日) 青少年読書感想画コンクール優良作品展示会  関連【資料展示】 
4月10日(火)～4月29日(日) 「しかけ絵本あれこれ」【資料展示】 
5月2日(水)～5月13日(日) 第 1回府民講座関連展示「さわっておどろく！－触覚がひらく絵画、読書の世

界」【資料展示】 
5月22日(火)～5月27日(日) 高齢者大学同窓会東部作品展示（高齢者大学同窓会東部との共催） 
5月29日(火)～6月3日(日) 大阪府資源循環課展示「環境パネル・なにわエコ良品展」 関連 
6月5日(火)～6月17日(日) JBBY 子どもたちへ＜あしたの本＞プロジェクト【資料展示】 
6月19日(火)～7月1日(日) 意岐部校区、大熊町立、小学校の絵画交流展 
7月3日(火)～7月29日(日) 「藤子・Ｆ・不二雄の世界『ドラえもん誕生１００年前』記念」【資料展示】 
7月31日(火)～8月5日(日) 東大阪市平和資料展 
8月7日(火)～8月12日(日) 統計課グラフコンクール展示【資料展示】 
8月14日(火)～8月26日(日) 未来展【資料展示】 
8月28日(火)～9月9日(日) 高齢者介護室 アクティブシニア写真コンテスト応募作品展示並びに高齢者保

健福祉月間ポスターコンクール入選作品展示 
9月11日(火)～9月23日(日) 卑弥呼の時代を描こう展【資料展示】 
9月25日(火)～10月28日(日) 動物愛護展【資料展示】 
9月25日(火)～10月28日(日) 鳥坂寺再興展【資料展示】 
10月10日(水)～10月28日(日) 「夢を描く 夢をはこぶ 旅とのりもの いまむかし展」（拡大版）【資料展示】 
10月30日(水)～11月30日(土) 第5回府民講座「光源氏になれなかったオトコたち」【資料展示】 
10月30日(水)～11月30日(土) 「田辺聖子文学館見学ツアー まいにち薔薇いろ」関連資料展示「源氏と聖子

と男と女」【資料展示】 
10月30日(火)～11月11日(日) あなたのおすすめ本のPOP広場応募作品展示【資料展示】 
11月13日(火)～11月25日(日) 生涯学習成果発表展 
11月27日(火)～12月9日(日) 人権展【資料展示】 
12月11日(火)～12月24日(月) 知ってますか？アート魚拓【資料展示】 
1月5日(土)～3月24日(日) 「ニッサン童話と絵本のグランプリ」入賞作品展（財団法人大阪国際児童文学

館）【資料展示】 
1月16日(水)～1月27日(日) ダンスカーニバル関連展示【資料展示】 
1月29日(火)～2月3日(日) 生活排水対策啓発パネル等展示（環境農林水産部） 
2月5日(火)～2月11日(月) 危機管理室防火図画作品展【資料展示】 
2月26日(火)～3月3日(日) 統計課グラフコンクール【資料展示】 
3月26日(火)～4月7日(日） 青少年読書感想画コンクール優良作品展示会  関連【資料展示】 
 

●ミニ資料展示 

実施期間 タイトル 

4月1日(日)～4月29日(日) SF小説-金環日食に寄せて 

5月2日(水)～5月31日(木） 外国でも読まれています 日本の小説 

6月1日(金)～6月30日(土) お天気にまつわる読みもの～雨の季節に～ 

7月1日(日)～7月31日(火) 日本のスポーツ小説を読みませんか 

8月1日(水)～8月31日(金) 戦争を描いた小説-平和を感じてみませんか？ 

9月1日(土)～9月30日(日) 敬老の日にちなんで 

10月2日(火)～10月28日(日) 日本推理作家協会賞受賞作展 

10月30日(火)～11月30日(金) 源氏と聖子と男と女 

12月1日(土)～12月28日(金) 2012年に亡くなられた方々の作品 

1月5日(土)～1月31日(木) 小説・百人一首の歌人たち 

2月1日(金)～2月28日(木) 世界の短編小説 

3月1日(金)～3月31日(日) 世代を超えて読み継がれる日本の青春小説 
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●企画展示エリア 
実施期間 タイトル 

平成23年11月12日(火)～ 

平成24年7月16日(月) 

名誉館長上田正昭の視座 

7月18日(水)～9月30日(日) 科学と仲良しになる書物展 

10月10日(水)～12月28日(金) 夢を描く 夢をはこぶ 旅とのりもの いまむかし展 
1月5日(土)～3月13日(水)  原ゆたかの世界 
3月15日(金)～7月10日(水) 大正浪漫 その時代と文化 
 

●エントランスギャラリー 

実施期間 タイトル 

3月27日(水)～4月1日(月) 絵画展（パステルシャインアート in関西） 
4月3日(水)～4月8日(月) 自然農に関する展示（個人） 
4月10日(水)～4月22日(月) アート魚拓展（東洋魚拓 拓正会） 
4月24日(水)～5月6日(月) 写真展（個人） 
5月8日(水)～5月20日(月) 写真展（東部写真クラブ） 
5月22日(水)～5月27日(月) 絵手紙（個人） 
5月29日(水)～6月10日(月) 写真展（個人） 
6月12日(水)～6月17日(月) 大阪都市景観建築賞受賞作品展（大阪府建築企画課） 
6月19日(水)～7月1日(月) 油絵展（個人） 
7月3日(水)～7月16日(火) 写真展（個人） 
7月31日(火)～9月30日(日) ドラえもん関連展示（国際児童文学館） 
9月4日(水)～9月17日(火) 防災展（個人） 
9月19日(木)～9月30日(月) 写真展（個人） 
10月2日(水)～10月14日(月) ＪＩＣＡボランティア活動の紹介展（ＪＩＣＡ大阪） 
10月16日(水)～10月28日(月) 絵画（個人） 
11月6日(水)～11月18日(月) 絵画展（大阪形象派） 
11月20日(水)～12月2日(月) 写真展（東部写真クラブ） 
12月4日(水)～12月9日(月) 連結短歌・俳句（個人） 
1月16日(水)～1月27日(日) 写真展（個人） 
1月29日(火)～2月11日(月) 油絵展（個人） 
2月13日(水)～2月24日(日) 景観・みどりまちなみ写真展（府総合計画課） 
3月5日(火)～3月17日(日) 写真展（フォトすみれ） 
3月19日(火)～3月24日(日) 若者ダンスカーニバル写真展（個人） 
3月26日(火)～4月7日(日) 絵画展（パステルシャインアート in関西） 

 

●展示のための資料貸出 

実施期間 タイトル 

4月7日(土)～5月13日(日) 「すべての僕が沸騰する 村山知義の宇宙」（京都国立近代美術館） 

5月24日(木)～7月1日(日) 「Kyoto MaGiC 展覧会  少女マンガとファッション―中原淳一と高橋真琴
の世界」（京都国際マンガミュージアム） 

5月26日(土)～7月1日(日) 「すべての僕が沸騰する 村山知義の宇宙」（高松市美術館） 
6月9日(土)～7月8日(日) 「近世狭山池の水利技術」（大阪府立狭山池博物館） 
6月26日(火)～7月6日(金) 「大阪の都市遺産と住友」（中之島図書館） 
7月4日(水)～7月11日(水) 「「さわる文化」への招待」（大東市立総合文化センター） 
7月14日(土)～9月2日(日) 「すべての僕が沸騰する 村山知義の宇宙」（世田谷美術館） 
7月14日(土)～9月2日(日) 「ブラティスラヴァ世界絵本原画展―広がる絵本のかたち」（うらわ美術館） 
7月25日(水)～8月26日(日) 「大阪を襲った地震と津波」（大阪歴史博物館） 
8月14日(火)～9月9日(日) 「晶子さんとその時代 宇崎スミカズと華やかな出版文化」（与謝野晶子文芸

館） 
9月6日(火)～11月6日(日) 「モダンガールズ青鞜の時代」（大阪人権博物館） 
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9月8日(土)～10月21日(日) 「ブラティスラヴァ世界絵本原画展―広がる絵本のかたち」（千葉市美術館） 
10月1日(月)～11月23日(金) 「子どもの風景―教科書でたどる「学び」と「遊び」の今むかし―」（大阪大

谷大学博物館） 
11月1日(木)～11月29日(木) 「万博のころ子どもだった・・・展」（万博記念公園内EXPO’70パビリオン1

階ホワイエ） 
11月3日(土)～12月24日(日) 「ブラティスラヴァ世界絵本原画展―広がる絵本のかたち」（高浜市やきもの

の里かわら美術館） 
11月19日(月)～1月31日(木) 「金子みす  ゞ いのちへのまなざし―『星とたんぽぽ』」展（龍谷大学深草学

舎至心館2階パドマ館） 
 

《生涯学習事業》平成24年度 

○府民への学習機会の提供 ○学習成果発表の場の提供 
  

事業名 実施日 内容 備考 参加数 

春だから…図書
館へ行こう！
DAY 

工作教室 4月30日 
たのしく作ろう！牛乳パックで
バスケット 

ピノキオ絵本で遊ぼう会 20 

ネイチャークラフト工作
教室 

5月4日 こいのぼりづくり 生駒ネイチャークラフトクラブ 31 

第1回府民講座 5月12日 
「ユニバーサルミュージアムの
可能性」 

広瀬浩二郎氏（国立民族学博物館
准教授） 

154 

 第2回府民講座 5月20日 「ジンとリトルプレス」 
堺達朗氏（ブックスダンタリオン
代表） 

10 

 
あなたがえらぶ本の POP
広場 

7月～9月 中高生のPOP作品募集  
1121
点 

 第4回府民講座 7月14日 
「日本神話のふるさと（『古事
記』の魅力） 

上田正昭名誉館長 224 

夏休みは図書館
へ行こうキャン
ペーン 

水鉄砲づくり 7月28日 打ち水大作戦関連 生駒ネイチャークラフトクラブ 17 

えほんの広場 7月31日 高校生が選ぶ絵本の広場  
のべ
100 

キッズライフアカデミー 
8月 1日～3
日 

図書館で生活の知恵を学ぶ 協力ACAP、関西消費者協会 19 

未来展ものづくり教室 

8月15日 キョロキョロロボ 大阪府立大学工業高等専門学校 9 

8月17日 万華鏡を作ろう 大阪府立布施工科高校 10 

8月17日 LEDうちわを作ろう 大阪府立城東工科高等学校 10 

8月17日 木製小皿づくり 
大阪府立西野田工科高等学校定
時制の課程 

10 

面展台製作教室 8月19日 面展台を作ろう 当館職員 13 

秋だから…図書
館へ行こう！
DAY 

秋の講演会 10月13日 進化するゴルフ用具 
山口哲男氏（ダンロップスポーツ
（株）） 

22 

秋の講演会 10月20日 正倉院と正倉院宝物 
関根俊一氏（帝塚山学園大学教
授） 

39 

人形劇と絵本の紹介 10月27日 
人形劇「トラとふえふき」（韓国
の昔話） 

おはなしポッポ 44 

秋の講演会 10月28日 司馬遼太郎とことば 
上村洋行氏（司馬遼太郎記念館館
長） 

51 

秋の講演会 11月4日 価値を共有する 
岩﨑富士男氏（大阪芸術大学教
授） 

32 

第5回府民講座 11月10日 「光源氏になれなかったオトコ

たち」 

山本淳子氏（京都学園大学教授） 156 

知的書評合戦 11月18日 
ビブリオバトル in 府立中央
図書館 テーマ「音」 

 40 

 情報検索講座 

10月21日 
図書館で歴史を調べる はじめ
の一歩 Ver.2 

当館職員 

9 

2月16日 
法情報の調べ方がわかる！イロ
ハのイ 

21 

 生涯学習成果発表展 11月25日 出展者交流会 
 

14 

冬の体験会 ブックカバーづくり 12月16日 ハンドクラフトでブックカバー 大阪芸術大学ボランティア 17 


