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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 
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クリスマスリース作り 12月16日 自分でつくるリース 
 

19 

アート魚拓体験会 12月22日 アート魚拓体験会 東洋魚拓拓正会 10 

 若者ダンスカーニバル 
2月10日 
2月11日 

ダンスコンテスト  
参加者246見学者264 
参加者249見学者314 

 第3回府民講座 2月24日 
「日本神話のふるさと（『古事
記』は偽書か） 

上田正昭名誉館長 287 

 
 
●共催事業 

事業 実施日 内容 共催 参加数 

初めてのバードウォッチング 4月29日 フィールドワーク 大阪市立自然史博物館 63 

ふれあいコンサート 6月16日 ふれあいコンサート 視覚障害児のためのわ
んぱく文庫 

164 

おはなしの世界を楽しむ 6月22日 山形・夕鶴の里から 伝承昔ばなしとわらべうたを楽
しむ 

おはなし ぱくの会 108 

児童文学講演会 7月1日 本はたからもの 大阪国際児童文学館を
育てる会 

80 

ちりめんモンスターをさがせ！ 7月22日 水棲生物の幼体を学ぶ きしわだ自然資料館 84 

打ち水大作戦2012 7月28日 打ち水で環境を考える。水鉄砲作り ゆるキャラ集合 大阪府八尾土木事務所、
東大阪市 

150 

昆虫の世界 8月21日 色々なハチの暮らし 大阪市立自然史博物館 23 

鳥坂寺再興 9月30日 鳥坂寺と周辺寺院を最新の発掘情報から探る 柏原市立歴史資料館 23 

秋のきのこを鑑賞しましょう 10月14日 野外観察会 大阪市立自然史博物館 18 

金管五重奏コンサート 11月3日 大阪芸大演奏学科卒業生ジェット（猿人） 大阪芸術大学 95 

司馬遼太郎記念館見学ツアー 11月11日 司馬遼太郎記念館見学ツアー 司馬遼太郎記念館 41 

まいにち薔薇いろ 11月23日 田辺聖子文学館見学ツアー 大阪樟蔭女子大学 51 

クリスマス会 12月15日 クリスマス会 視覚障害児のためのわ
んぱく文庫 

50 

 

《講師派遣》 平成24年度  

実施日 派遣先 内容 

6月7日・7月5日・

10月18日 
桃山学院大学 

図書館経営論「大阪府立図書館を取巻く政策環境と基本的

諸施策」 

学校図書館論「公立図書館と学校図書館の連携、公立図書

館の児童生徒の読書支援活動」 

6月8日 岐阜県図書館 （岐阜県教育委員会主催）司書等研修会 第1日目 
（「障がい者サービス」） 

6月13日 大阪府高等学校図書館研究会 講演「大阪府立中央図書館の取り組み」 

8月10日 大阪府教育センター 10年経験者研修専用「授業づくり」研修 

8月10日 大阪府立箕面支援学校 夏季ミニ講座「読み聞かせ研修会」 

8月23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 

9月27日 徳島県立図書館 平成24年度第3回徳島県図書館職員研修会 

10月12日 石川県立図書館 平成24年度第4回図書館実務講習会（児童サービス研修2） 

11月2日 大阪大谷大学 
図書館サービス概論「矯正施設における公共図書館のサー

ビスの提供について」 

12月8日 大阪府立中之島図書館 図書館職員スキルアップ研修 

1月24日 
近畿視覚障害者情報サービス研

究協議会 
「府県立図書館における障害者サービスについて」研修会 

2月7日 大阪府立中央図書館 文部科学省図書館地区別研修（近畿地区） 

2月20日 東大阪市立盾津中学校 職業講話 


