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NO. 844

ちライブラリー＠ワークラボ蓼科高原
標高1600ｍの別荘地にあるコワーキングスペース「ワー
クラボ蓼科高原」に併設されたまちライブラリーです。春
夏秋冬、蓼科の四季を感じながら本を読むことができま
す。出会う方 と々の素敵な繋がりが生まれるかも…。
● Web：http://www.alpico.co.jp/suwabus/tateshina/
● Facebook：https://www.facebook.com/kotsu.tateshina/
● オーナー：アルピコ交通株式会社

（長野 茅野）

NO. 845

まちライブラリー　ねこのしっぽ
猫のように素直に、好奇心豊かに本と触れ合い、人と人
が繋がる場になれば…と自宅玄関に開設しました。猫は
リビングにいますので、猫アレルギーの方もご安心くださ
い。猫好きさんは是非、触れ合ってください。
● Web：https://ameblo.jp/choco-mint-clover/
● Facebook：
https://www.instagram.com/machi_library.cat_tail/
● オーナー：野田誠子

（大阪 堺）

NO. 846　

まちライブラリー はるえ文庫＠５万人の森公園
五條市の「５万人の森公園　森のカフェ」内に、大和高
田市にあった「はるえ文庫」の本とはるえさんの思いを譲
り受けて開設。公園で心の休息をしながらゆったりと本
に触れる…そんな贅沢な時間を過ごしてみませんか。
● Web：５万人の森公園
● オーナー：アスカ美装株式会社

（奈良 五條）

NO. 847　

まちライブラリー＠メディコス
「みんなの森 ぎふメディアコスモス」1階に、中央図書館
の共読本棚「ぶっくらぼ」を設置し、「ぎふライブラリーク
ラブ（GLC）」のメンバーを中心に活動中。本と感想を交
歓しながら、本と人の繋がりが生まれています。
● Web：https://g-mediacosmos.jp/lib/
● Facebook： https://www.facebook.com/gifucitylibrary
● オーナー：岐阜市立図書館

（岐阜 岐阜）

NO. 848　

CLUB HUBlic

会員制シェアワークスペースのライブラリーです。会員さ
んのリクエストで本を買い足したりしています。若手の子
達がここで勉強してくれています。古本市参加など、これ
からさらにライブラリー活動、がんばります！
● Web：https://hublic.club/space/
● Facebook：https://www.facebook.com/CLUB.HUBlic
● オーナー：小林めぐみ

（静岡 熱海）

NO. 851

まちライブラリー@いなべ暮らしの保健室
健康や介護の悩み等を気軽に相談できる「暮らしの保健
室」のライブラリー。本には、悩みや不安の解決のヒントが
隠れていることがあります。本との出あいが豊かに健やかに
日 を々暮らすきっかけになれば幸いです。
● Web：https://inabe-hokenshitsu.com/
● Facebook：https://www.facebook.com/inabehokenshitu2019
● オーナー：いなべ暮らしの保健室

（三重 いなべ） NO. 855

はたやす・まちライブラリー
「こめ紀行はたやす」は全国のおいしいこだわり米を揃えて
います。その店頭に巣箱ライブラリーを設置し、自由に閲
覧、貸出したいと思っています。ごはんは体を育みますが、
本は心を育みます。本で交流しませんか？
● Web：hatayasu.com
● Facebook： https://www.facebook.com/hatayasu
● オーナー：畑中伸洋

（大阪 高石）

NO. 856

世界のはしっこ Books & Field

塩屋の海と山と坂道に囲まれた、地域の公園のような、休
憩所のような、公民館のような、お家のようなまちライブラ
リーです。
● Facebook： 

  https://www.facebook.com/sekainohashikko
● Instagram：https://www.instagram.com/sekai_no_hashikko/
● オーナー：秋松麻保

（兵庫 神戸市垂水区）

NO. 857

まちライブラリー＠T Lab.

地域コミュニティの開発拠点であるコワーキングスペース
「T Lab.」内にできたライブラリーです。いろいろな出会いと
刺激による地域活性を目指しています。
● Web：https://taragi.net
● Facebook：https://www.facebook.com/taragi.kumamoto
● オーナー：一般財団法人たらぎまちづくり推進機構

（熊本 多良木町）

NO. 858

まちライブラリー＠Vanilla

日本初？カラー専門美容室のまちライブラリーです。スタッ
フ厳選の様々なジャンルの本や漫画を取り揃えていきます。
お客様同士のちょっとした繋がりや、何か地域社会に貢献
できたら、と思っています。
● Web：https://cg-vanilla.com/
● Facebook：https://www.facebook.com/cgvanilla
● オーナー：Vanilla

（福井 坂井）

NO. 852

まちライブラリー＠マナビオ
地元小学校や公民館での読み聞かせ活動を通してできた
仲間と運営する絵本を中心としたライブラリーです。幅広
い年代の方々が交流できる、本好きのための、本を通じて
地域を好きになる場にしたいと思っています。
● Facebook：
https://www.facebook.com/matilibrarymanabio
● オーナー：松山知子

（千葉 市原）

NO. 853

まちライブラリー＠まつぼっくり文庫
個人宅の庭先にある小さな本箱。ご近所の方と、管理人の
知人・友人のためのライブラリーです。寄贈は管理人の知
人・友人のみですが、閲覧はどなたでも。
● Facebook：
https://peraichi.com/landing_pages/view/matsubo99
● オーナー：松田

（岐阜 大垣）

NO. 854

まちライブラリー＠ざま☆ほしのたに文庫
「みんなでつくる、みんなで育てる」まちの小さな私設図
書館です。年齢問わずに楽しんでいただけるスペースをつ
くりたいと思っています。星と星が繋がると星座となり物
語が生まれるように、人と人が繋がっていける場所を一
緒に作りませんか。
● オーナー：Book & Art ニワシドリ

（神奈川 座間）

NO. 849　

まちライブラリー＠かなエル
JR中央線東小金井駅南口徒歩3分、個人宅の一室をお
借りして、月1回ペースで開室。縁側のある和室に、絵本、
エッセイ、レシピ集、小説等10冊程を並べます。散歩がて
ら立ち寄れる小さな楽しみのひとつになりますように。
● Facebook：
https://www.facebook.com/machi.library.kanaeru
● オーナー：中林美穂子

（東京 小金井）

NO. 850　

うさみみ まちライブラリー
築50年の空店舗を利用した図書館＆休憩所。街で唯一
の本屋「文化堂」さんご協力による蔵書 “郷土宇佐美を中
心とした伊豆にまつわる本”“伊豆在住の作家さんの絵本”
や、 “皆様が寄贈してくれた本” を閲覧・貸出しています。
● Facebook：https://www.facebook.com/usamiusamimi/
● オーナー：うさみみ

（静岡 伊東）

New！
まちライブラリーの紹介
新たに仲間入りした各地のまちライブラリーです。
開館日時など詳細は、まちライブラリーHP「まちライ
ブラリーに行こう！」で検索できます。
（No. は登録番号です）
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月18日から10月24日まで37日間に
わたって開催された「まちライブラリー

ブックフェスタ2021」が終わりました。各地で
イベントを企画し実行してくださった方、参加し
てくださった方、ご協力いただいた多くの方々に
深く感謝いたします。北海道から九州まで各地
のまちライブラリー、公共図書館、書店等で多
くのイベントが、リアルとオンラインで実施され
ました。
　そうした中で、今回、初めての試みとなったの
は、長野県茅野市でのイベントでした。茅野市
都市計画課が、本年5月にJR茅野駅前周辺
公共空間の利活用を図るために行ったコンペ
に、本を活用した活性化を企画し、その案が採
用されて実施したイベントです。
茅野駅周辺には、駅を挟んで東西に茅野市民
館という文化施設とベルビアという商業施設が
あります。幅6メートルの自由通路がそれらと駅
をつなぎ、東西の駅前広場があります。しかし
ながら自由通路を含めて普段は人通りが少な
く、人が集える場所もありません。このような場
所を将来、改変していく計画にあたっての社会
実験が目的のコンペでした。
　これに対してまちライブラリーは「まちライブ
ラリーブックフェスタ2021」の一環として茅野
駅周辺に本にまつわるイベントを複数開催し、

本棚を使ったディスプレイを施して駅前に彩り
を添えるという提案をしたのでした。
　昨年12月、商業施設のベルビアには、「ワー
クラボ八ヶ岳」というコワーキングスペースがあ
り、私たちはそこに隣接して「まちライブラリー
＠My Book Station茅野駅」を開設しました。
本棚オーナー制度を導入し、月額2,000円か
ら3,000円で棚を借りて、ご自身の本を貸した
り、売ったりもできるライブラリーです。
　このような素地を生かし、「まちライブラリー
ブックフェスタ2021」では、商業施設や文化
施設では本を持ち寄って語り合う「植本祭」
を、自由通路では古本市を実施しました。トー
クイベントでは県立長野図書館元館長の平賀
研也氏や一箱古本市創設者の南陀楼綾繁氏、
KADOKAWAの元社長である井上伸一郎氏、
『僕僕先生』などで知られる小説家の仁木英之
氏、森ビルの矢部俊男氏にお話しいただきまし
た。
　自由通路では、巣箱型のまちライブラリーを
5台設置して、自由に本を借りられるようにしま
した。商業施設では空きスペースを利用して、
地元の今井書店が所有する絵本の原画などを
展示し、読み聞かせイベントも実施しました。そ
の一コマに茅野市長の今井敦氏も来られ、集
まった子ども達に絵本の読み聞かせをしてくだ

さいました。地元商店会や商業施設の店舗の
皆さんには、店先に本を置いてもらい、スタン
プラリー企画にご協力いただきました。
　新型コロナウイルスの影響もあり、実施計画
は二転三転しましたが、茅野駅周辺の賑わいを
つくることができたのではないか、同時に、既存
の生活空間を楽しいものにできるということを、
まちライブラリーを活用して実践できたのでは
ないかと思っています。
　アンケートでは、自由通路に置いた巣箱型ま
ちライブラリーの評判が良く、「常設してほしい」
との声をいただき、市役所と協議した結果、し
ばらく置いておくことになりました。
　こうした数々の試みの実践は、茅野市役所の
応援なくしてはできませんでした。また地元の実
行委員会の方々にもさまざまな形でご協力いた
だきました。茅野駅駅長が待合室に本棚を作っ
てくださったことも嬉しいサポートでした。
　本は、内省的なものと思われがちですが、時
に人を惹きつけ、集い、語り合う外的な活動に
も展開できます。そこで主役になるのは人の持
つ魅力です。本は心の扉を開いてくれます。人と
人が本を通じてつながりあうとは、まさにこのよ
うなときに起こるのではないでしょうか。

　「まちライブラリーブックフェスタ2021」開催

に合わせて、9月には『ブックフェスタ　本の磁
力で地域を変える』（まちライブラリー）を上梓
しました。昨年のブックフェスタの講演とマイク
ロ・ライブラリーサミットの発表をまとめた一冊
です。橋爪紳也氏、原田マハ氏、岸政彦氏、平
賀研也氏、吉成信夫氏、森田秀之氏らそうそ
うたる方々の講演や個性豊かなマイクロ・ライ
ブラリーサミットの発表は新たな活動のヒント
に溢れています。「微力だけど無力じゃない」と
いう「ことひらまちじゅう図書館」の嶋田貴子さ
んの言葉は印象的でした。まちライブラリーに
参画されているすべての人が、その思いを共有
してくださることでしょう。

　2022年1月には、北海道千歳市にまちライ
ブラリーが復活します。素敵な場所になりそう
な予感がしています。千歳市のまちライブラリー
復活物語も今後、皆さんに報告していきたいと
思います。
　来年も、本と人のつながりを、ご一緒に楽し
んでいただけますように。

本と人とまち、茅野市の実践
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2021年11月
まちライブラリー提唱者　礒井純充

連絡先mail：MSJ00657@nifty.com

イベントや各ライブラリーの情報はまちライブラリーHPから
https://machi-library.org/


