本を通じて仲間をつくる「大人のサークル活動」はじませんか。

まちライブラリー @ OIC （立命館大学大阪いばらきキャンパス）

BOOK FESTA
2016 in KANSAI
まちライブラリー ブックフェスタ2016 in 関西

2015 年 4 月に誕生した「まちライブラリー＠ OIC 」は、本や共通のテーマを持った人たちが出会い、
交流を深めながらコミュニティを「インキュベート
（育成・支援）」する場です。

1 周年を迎え、今回は 5/15（日）に 2 回目となる「植本祭」を開催します。

1 6 0 ヵ 所 の ブックスポットで 2 8 3 の イベ ントを 開 催！
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5月15日（日）11:00-12:30

参加費100円
（資料代）

川端康成、茨木
版画作品「川端少年の歩いた道」
を通して、川端康成の生い
立ちと少年時代の情景を紹介します。
カタリスト：田主 誠
会場｜まちライブラリー＠OIC内

https://ritsumei-oic.sakura.ne.jp/index.php?mail_form_pk=1458102467

26$.$

+<2*2

版画で語る
「川端康成」

会場｜〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150 立命館大学大阪いばらきキャンパス フューチャープラザ（B 棟）
交通アクセス｜JR 茨木駅 徒歩約5分、阪急・大阪モノレール南茨木駅 徒歩約10 分
営業時間｜火〜金曜 10：00 〜 17：30 、土曜 10：00 〜17：00 、
日月祝休（大学一斉休暇日やその他臨時休館日あり）
連絡先｜立命館大学OIC 地域連携課 TEL:072-665-2550
Email｜machilibrary.oic@gmail.com
Web｜まちライブラリー http://machi-library.org/where/detail/578/
OICホームページ http://www.ritsumei.ac.jp/community_affiliations/ibaraki/
申込｜まちライブラリー@OICホームページまたは申込サイトより受け付けます。
（特に記載がない限り、定員は5~10 名程度です。
［ 先着順］）
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アニメを語る
（ガンダム）

3

5月15日（日）11:00-12:30

無料

ガンダム
名ゼリフの多いファーストガンダムを語る会です。
自分の好き
な場面、
セリフを語りましょう。
カタリスト：白石 義男

昔懐かしいポン菓子と紙芝居を楽しもう。 あなたにも必ず作れる！
参加費100円
人が集まるチラシのつくり方講座
（ポン菓子代）

5月15日（日）11:00-13:00頃随時

昔懐かしい
「ポン菓子」
を参加者の皆さんと一緒に作り、かた
わら
「紙芝居」
の実演します。
申込不要・先着順
カタリスト：平松 克一

会場｜R-AGORA（2F）

5月15日（日）11:00-12:30

無料

チラシづくり、
デザイン
「講座やイベントを企画してチラシを作っても、人が集まらな
い。」
このような経験をしたことはありませんか。人が集まるチラ
シには
【法則】
があります。
【 今すぐ役立つ、
チラシづくりの知識
やテクニック】
をあなたにお伝えします。カタリスト：廣里 隆明
会場｜R-AGORA（2F）

大学生が教える！タブレット教室
5月15日（日）11:00-12:30

参加費500円
（資料代）

シニアの初心者でスマホ・タブレットに挑戦してみてもらうた
めのきっかけ教室です。学生たちとしゃべりながら楽しくスマ
ホ・タブレットの便利さや基本を学んでいただくことで、大学
生と地域のシニアの世代間での新たなコミュニティーの形成
を目的としています。
（定員15名）
カタリスト：芳本 大樹
会場｜2F B275

5月15日（日）11:00-12:30

あなたなりの「人生」
ってなんだ！？
〜辞書を通して考える〜
無料

防災、減災

無料

「読むプラス」
では、
月に一度、一冊の本を読み、読後感を出し
合います。多視点で一冊の本に触れるなかで、最後には思い
もよらぬ自分の一面に出会います。豊かな時間です。
カタリスト：大平 幸、金 憲子

辞書を通して
「人生」
の定義を考えます。
同じ言葉でも、辞書ご
とに定義が異なっていることがあります。本イベントでは
「人生」
という言葉の辞書ごとの違いを吟味したあと、
自分なりの「人
生」
の定義とは何かについて考えます。カタリスト：今西 隆次郎

会場｜R-AGORA（2F）

会場｜R-AGORA（2F）

参加費300円
（お茶・お菓子）

ご自身のおすすめの本
増え続ける
「まちライブラリー」の本を使っていろいろ遊びを
考えて実際にやってみる会です。新しい本との接し方がうまれ
たらいいなぁと思っています。
カタリスト：秋保 強
会場｜まちライブラリー＠OIC内

あなたの好きな音楽を語ろう！
無料

音楽
日常生活のいたるところで音楽と関係している私たち。好きな
音楽、BGMの効果、部活で音楽をしているなど。集まった人で
いろいろな音楽の話をしませんか。
カタリスト：上岡 茉利奈
会場｜R-AGORA（2F）

【 RITA LABOブッククラブ】
What's アクティブラーニング？ これからの教育を語る読書会
5月15日（日）13:30-15:00

無料

アクティブラーニング、教育、学び
京セラ稲盛和夫氏が提唱する
「利他」
をベースにした読書会。
今回は「アクティブラーニング」
をテーマに関連書籍を持ち寄
り、考え方や実践について語りたいと思います。
カタリスト：奥野 美里
会場｜R-AGORA（2F）

会場｜R-AGORA（2F）

5月15日（日）13:30-15:00

無料

防災・減災活動の一環として、緊急時に自分の居場所を知ら
せる
「 GENSAI笛」
の開発に取り組む学生の活動を紹介。
日ご
ろからできる防災・減災の取り組みについて語り合いましょう。
カタリスト：横山 玖未子

5月15日（日）13:30-15:00

松本清張

5月15日（日）11:00-12:30
辞書・辞典

本を使っていろいろ遊んでみようの会

「読むプラス」
松本清張『張込み』を読んで
5月15日（日）13:30-15:00

阪神淡路大震災の年に生まれた
学生と考える防災・減災活動

本とソフトクリーム
〜語り合おう、
ソフトクリーム〜
5月15日（日）13:30-15:00

手書き文化にふれましょう
〜カリグラフィーを通じて〜
無料

ソフトクリーム
ソフトクリームについてお話しましょう。
あなたの思い出のソフ
トクリームについて教えてください！本や、物語の中に出てくる
印象に残ったソフトクリームを語りましょう。
カタリスト：高橋 光輝
会場｜R-AGORA（2F）

マークはそれぞれのテーマに関連した本をみんなで持ち寄るイベントです。

5月15日（日）15:00-16:00

無料

カリグラフィー、
タイポグラフィー、文房具、画材
カリグラフィーはご存じでしょうか。欧文書体の基本的なこと
をペンで書きながら楽しみましょう。
カタリスト：坪井 なつみ
会場｜まちライブラリー＠OIC内

