
主催：まちライブラリーブックフェスタ・ジャパン2022実行委員会
共催：大阪公立大学観光産業戦略研究所
後援：一般財団法人森記念財団
事務局:一般社団法人まちライブラリー

開催日：2022年10月16日（日）

開催場所：大阪公立大学I-siteなんば2F

マイクロ・ライブラリー
サミット２０２２
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プログラム

〈午前の部〉10:00-12:40
□開会

□活動報告発表
10:10-10:40 学生が関わるマイクロ・ライブラリー

■兵庫県立兵庫高等学校創造科学科
■まちライブラリー＠京都橘大学

10:40-11:10 子どもの居場所を担うマイクロ・ライブラリー
■まちライブラリー＠JimoKids石蔵秘密基地
■カーロふくしまみんなの本棚

11:10-11:40 地域に根ざすマイクロ・ライブラリー
■うさみみまちライブラリー
■ライブラリーBar昭和Factory

11:40-12:20 明治生まれのまちライブラリーと
まちライブラリーの未来構想

■公益財団法人江北図書館
■一般社団法人まちライブラリー

□総評・マイクロ・ライブラリーアワード授与式
橋爪紳也（大阪公立大学研究推進機構特別教授）

〈午後の部〉13:30-15:30
□車座座談会
〜マイクロ・ライブラリーサミットの 10年をふりかえる〜
□閉会

総合司会：領家誠（まちライブラリーブックフェスタ・ジャパン 2022実行委員会幹事）



2022サミット発表者紹介
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子どもの居場所を担う
マイクロ・ライブラリー

モデレーター：河野美苗（もものこぶんこ）

□まちライブラリー@JimoKids石蔵秘密基地
発表：畑川麻紀子
住所：東京都北区滝野川6-56-14 

設立：2021年10月

大人も子どもも集まる学びのスペースに設置され
たライブラリー。高校生を含め、近隣住民を中心
に10名のサポーターズがまちに開いた運営を実施
しています。

□カーロふくしまみんなの本棚
発表：佐藤純子
住所：福島県福島市矢剣町29－3 

設立：2022年6月

東日本大震災被災者支援からスタートし、コロナ
禍で子どもたちへの学習支援も始めた。集う子ど
もたちや大学生たちの新たな居場所になってきて
います。

https://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog2/hyogo-hs/?cat=39

学生が関わるマイクロ・ライブラリー
モデレーター：青野雄介（まちL＠TENAMUビル）

□兵庫高校創造科学科
発表：松岡冴汰朗、金岡美沙
住所：兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-4

設立： 2022年1月

兵庫県立兵庫高校創造科学科の学生が、大丸須磨
店に自給自足型の本棚を設置。近隣住民により本
が循環する仕組みができてきています。

□まちライブラリー＠京都橘大学
発表：嶋田学
住所：京都市山科区大宅山田町34 

設立：2022年5月

「まちライブラリー運営委員会」をつくり、大学
キャンパス内に開設。学生、図書館、教員が協働
して、地域住民へも寄贈を呼びかけています。

https://www.tachibana-u.ac.jp/news/2022/06/post-
1164.html

https://jimokids.com/library/
https://www.facebook.com/libraryJimoKids

https://machi-library.org/where/detail/7499/

https://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog2/hyogo-hs/?cat=39
https://www.tachibana-u.ac.jp/news/2022/06/post-1164.html
https://jimokids.com/library/
https://www.facebook.com/libraryJimoKids
https://machi-library.org/where/detail/7499/
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地域に根ざすマイクロ・ライブラリー
モデレーター：

砂生絵里奈（つるがしまどこでもまちL）

□うさみみまちライブラリー
発表：鈴木真紀子
住所：静岡県伊東市宇佐美1536-1

設立：2020年12月

スタッフ無人で運営するライブラリーで、地域
コミュニティを担う場所に。伊豆の文化活動の
認知と関係人口創出を目ざしています。

□ライブラリーBAR昭和Factory
発表：見浪真樹
住所：大阪府大東市氷野1-15-6

設立：2019年11月

お店を持ちたい、コミュニティをつくりたい、
誰かの役にたちたいという人たちと一緒にイベ
ント企画を通じ、活動を応援しています。

明治生まれのまちライブラリーと
まちライブラリーの未来構想

モデレーター：嶋田学（まちL＠京都橘大学）

□公益財団法人 江北図書館
発表：岩根卓弘、山内美和子、久保寺容子
住所：滋賀県長浜市木之本町木之本1362

設立：1906年（明治39年）

歴史を大切にしながらも、図書館という枠に拘
らず、本と人、人とひとをつなぐ新しいカタチ
の場を創っていきたいと模索中。昭和の図書が
たくさんあります。

□一般社団法人まちライブラリー
発表：礒井純充
設立：2008年

まちライブラリー提唱者の礒井純充が未来のま
ちライブラリー構想について語ります。

https://machi-library.org/where/detail/6480/

https://sites.google.com/view/liverarybarsyowafactory/%E3%83%9B%E
3%83%BC%E3%83%A0

http://kohokutoshokan.com/

https://machi-library.org/

https://machi-library.org/where/detail/6480/
https://sites.google.com/view/liverarybarsyowafactory/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
http://kohokutoshokan.com/
https://machi-library.org/


2013年
☆わたしの図書館ミルキーウェイ（和歌山県和歌山
市石田通夫）
 Co-ba library （東京都渋谷区中村真広）
☆おぶせまちじゅう図書館（長野県小布施町花井
裕一郎）
★曽田篤一郎文庫ギャラリー（島根県松江市伊藤
誠、宍道勉）
 にんげん図書館（愛知県名古屋市山本茜）
 コミュニティカフェからおと（大阪府大阪市小

野寺悠介）
☆情報ステーション（千葉県船橋市岡直樹・成瀬
麦彦）
 ジブン発掘本屋ツルハシブックス（新潟県新潟

市西田卓司）
 伊丹市立図書館ことば蔵カエボン部（兵庫県伊

丹市三鼓由希子）
 少女まんが館（東京都あきる野市大井夏代）
 GACCOH（京都府京都市太田陽博・倉津拓也）
☆ ISまちライブラリー（大阪府大阪市礒井純充）
 リブライズ（東京都世田谷区地藏真作・河村

奨）
 放浪書房（全国各地富永浩通）
 ベルガーディア鯨山森の図書館（岩手県大槌町

佐々木格）
 走れ東北！移動図書館プロジェクト（東北各地

鎌倉幸子）
☆もものこぶんこ（大阪府大阪市河野美苗）
 まちライブラリー＠墨田区ひきふね図書館パー

トナーズ（東京都墨田区礒井純充）
 恵庭まちじゅう図書館（北海道恵庭市礒井純

充）
 まちライブラリー＠大阪府立大学（大阪府大阪

市礒井純充）
 東松島市図書館「小さな図書館」（宮城県東松

島市加藤孔敬）

2014年
 まちライブラリー＠JAMES TAYLOR （和歌山県和

歌山市島内啓介・原田みなえ）
 岡本商店街まちライブラリー（兵庫県神戸市松

田朗・道法美子）
 まちライブラリー＠関西医科大学付属滝井病院

透析センター（大阪府守口市河野啓子）

☆まちライブラリー＠リエゾンサロン北越谷（埼玉
県越谷市藤田融）
 恵庭まちじゅう図書館（北海道恵庭市本間洋

一）
 まちライブラリー＠墨田区ひきふね図書館パー

トナーズ（東京都墨田区北村志麻・小田垣宏
和）

 体育とスポーツの図書館（愛知県足助町成瀬
徹）

★ 島根県立大学短期大学部松江キャンパスおはな
しレストラン（島根県松江市岩田栄作）
 まちライブラリー＠大和高田はるえ文庫（奈良

県大和高田市高橋正夫）
 まちライブラリー＠一乗会（大阪府大阪市木村

晧一）
 Youth Library えんがわ（和歌山県新宮市並河哲

次）
 まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

（大阪府大阪市笹井ちひろ）
 まちライブラリー＠OIC （大阪府茨木市服部利

幸）

2015年
 空飛ぶ絵本（神奈川県横浜市石井直勝）
 横浜港北昔ばなし紙芝居ライブラリー（神奈川

県横浜市木下豊・安藤亜矢・吉野久枝・松本麻
里子）

 頸草文庫（島根県出雲市周藤巌）
 手柄小学校４年２組まちライブラリー（兵庫県

姫路市三浦一郎）
 よむぞう・奈良県立平城高等学校（奈良県奈良

市中島妙子・佐藤優子）
★ 睡眠文化ライブラリー（東京都千代田区鍛冶
恵）
 Picaresque Gallery（東京都目黒区花田一郎）
 古賀河川図書館（福岡県久留米市古賀邦雄）
 まちライブラリー＠A’ワーク創造館（大阪府大阪

市園田瞳・川﨑照文）
☆まちライブラリー＠イチハチ（大阪府大阪市西
山舞）
 フキデチョウ文庫（岩手県盛岡市沼田雅充）
 おとなり３（徳島県徳島市森哲平）
 石巻まちの本棚（宮城県石巻市勝邦義・南陀楼

綾繁・阿部史枝）
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マイクロ・ライブラリーサミット過去発表団体一覧
☆会場参加 ★オンライン参加（2022年10月5日現在申込）



2015年
★星空の小さな図書館（千葉県いすみ市三星千絵）
 グラスまちライブラリー（大阪府阪南市小城ル

ミ）
☆まちライブラリー＠TTBB(京都府各地磯勝巳・西
山悠子）
 リトル・フリー・ライブラリー鳥取（鳥取県鳥

取市桑田達也）
☆ ホンノワまちライブラリー（大阪府泉大津市高
島直子）

2016年
 まちライブラリー＠伊豆高原ゆらら（静岡県伊

東市三島幸枝)
☆まちライブラリー＠Izu Grace Salon （静岡県伊東
市齋藤めぐみ）
☆ つるがしまどこでもまちライブラリー＠鶴ヶ島
市役所（埼玉県鶴ヶ島市砂生絵里奈）
 つるがしまどこでもまちライブラリー＠ハーモ

ニー（埼玉県鶴ヶ島市新井永江）
 つるがしまどこでもまちライブラリー＠Water 

Ship Cafe（埼玉県鶴ヶ島市小鮒美和）
★星空の小さな図書館（千葉県いすみ市三星千
絵）
★睡眠文化ライブラリー（東京都千代田区鍛冶
恵）
 本とお茶ときどき手紙草径庵(神奈川県横浜市安

木由美子)
 まちライブラリー＠ららぽーと湘南平塚 (神奈川

県平塚市)
 まちライブラリー＠やましな製本所図書部(神奈

川県横浜市森理恵)
 まちライブラリー＠ミズキー文庫(神奈川県横浜

市渡邉晶子)
 まちライブラリー＠ふらっとステーション・と

つか(神奈川県横浜市中嶋伴子)
 まちライブラリー＠LAGOM(神奈川県相模原市里

形玲子)
 まちライブラリー＠墨田区ひきふね図書館パー

トナーズ(東京都墨田区北村志麻・小田垣宏和)
 まちライブラリー＠ピッツァナポレターノカ

フェ(東京都杉並区・千代田区・新宿区)

2017年
 港北あちコチまちライブラリー（神奈川県横浜

市木下豊）
 まちライブラリー＠三鷹中央通り（東京都三鷹

市小林圭子）
 まちライブラリー＠水上家（沖縄県那覇市郷慎

久朗）
☆ アソートボックス（大阪府大阪市高木奈津美）
 初恋書房～本で遊ぶ企画部～（福井県福井市高

嶋由衣）
 かわだ尾花屋まちライブラリー（福井県鯖江市

佐々木春喜）
 まちライブラリー＠龍馬館IN京田辺（京都府京

田辺市西川幸子・有地淑羽）
 銭湯ふろまちライブラリー（in そしがや温泉

21）（東京都世田谷区高橋正和）
 泊まれる図書館「暁」（古湯温泉まちライブラ

リー）（佐賀県佐賀市白石隆義）
 本庫HonCo（秋田県秋田市天雲成津子）
 人文系私設図書館LuchaLibro（奈良県東吉野村

青木真兵）
 まちライブラリー高岡多読（富山県高岡市中村

順子）
 まちライブラリー＠梟文庫（京都府京都市西尾

美里）
 まちライブラリー＠ほのぼの文庫（兵庫県西宮

市小川登久）
 まちライブラリー＠ふくやま病院（兵庫県明石

市譜久山剛）
★まちライブラリー＠千歳タウンプラザ（北海道千
歳市久重薫乃）

2018年
 ともしび文庫（アメリカシアトル末吉陽子）
 癒しと憩のライブラリー（静岡県伊東市ろぶ橋

場）
☆ “はちみつとフリーペーパーのお店”はっち（大阪
府大阪市松本まき）
 池本まちライブラリー（東京都豊島区神山典

士）
 宮前まちかどライブラリー（神奈川県川崎市

藤牧功太郎）
★箱庭ライブラリー（東京都杉並区岩切晃子）
☆ まちライブラリー＠すばことしょかん（大阪府
藤井寺市嶋田エリカ・三木歩）
 リベルテまちぶんこ（大阪府大阪市青山典弘）
 茶山台としょかん（大阪府堺市湯川まゆみ）
☆ まちライブラリー＠TENAMUビル（宮崎県小林市
青野雄介）
☆ISまちライブラリー（大阪府大阪市小野千佐子・
川上律美）
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2019年
☆読書会専門店KENKADOU『511』（大阪府大阪市
田中冬一郎）
 まちライブラリー＠ウィーアーシェフ（大阪府

阪南市頭師康一郎・小城ルミ）
 とんだばやしMikoまちライブラリー（大阪府富

田林市後上尊音）
 絵本のおうち（愛知県東浦町鈴木順子）
 森の読書室Liferary（静岡県藤枝市 永嶋美佳）
 風の駅【旅の情報ステーション京都】（京都府

京都市太貫まひろ）
 Ne.co./みどりの図書館（長野県須坂市福永一

美）
☆ 奥多摩ブックフィールド（東京都奥多摩市 どむ
か・力德裕子・吉田茂治）

2020年
 なんぶまちライブラリー（大阪府守口市福山恭

子）
★認知症ライブラリー（兵庫県たつの市丸尾とし
こ）
 里の風たち「小さな図書館」（滋賀県甲賀市引

田啓子）
 アグリベース奈良協議会Next Commons Lab奥大

和事務局（奈良県宇陀市生田優希）
 まちライブラリー＠＆香芝（奈良県香芝市梶正

人）
 いきいき認知症まちライブラリー（大阪府大阪

市高垣直人）
 まちライブラリー＠きのこ文庫（京都府京丹波

市谷文絵）
 丸亀市市民生活部生涯学習課（香川県丸亀市窪

田美由紀）

 沖縄の水上家から来た本の会＠isまちライブラ
リー（大阪府大阪市郷慎久朗）

 吉野まちじゅう図書館（奈良県吉野町八釣直
己）

★まちライブラリー@みやざき自然塾（宮崎県宮崎
市足立泰二）
☆ことひらまちじゅう図書館（香川県琴平市嶋田
貴子）

2021年
☆まちライブラリー＠ひびうた文庫（三重県津市
村田奈穂）
 いきいき認知症まちライブラリー（大阪府大阪

市高垣直人）
 まちライブラリー北勝堂（大阪府大阪市福井英

夫）
 まちライブラリー＠アトリア参宮橋（東京都渋

谷区横山浩代）
 コーヒーライブラリー＠ふわいえ（千葉県佐倉

市小廣早苗）
 まちライブラリー＠神戸空港（兵庫県神戸市松

浦大介）
 まちライブラリー＠イーラボ（富山県小矢部市

山科森）
 まちライブラリー＠My Book Station 茅野駅（長

野県茅野市里形玲子）
★まちライブラリー＠ちとせ（北海道千歳市古谷
綾）
 学生研究発表（東京理科大学大学院生鎌田栞）
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マイクロ・ライブラリーサミット過去発表団体一覧
☆会場参加予定 ★オンライン参加予定（2022年10月5日現在申込）

＊名称、名前等は発表当時のものです



マイクロ・ライブラリーサミット発表団体アンケート結果

2022年6月に、過去発表団体にメールにて調査（回答30件）

10% 1年未満

27% 1-5年

43% 6-10年

20% 11年以上

運営期間

77% 運営中

10% 休止中

3% 閉鎖
10% その他

運営状況

運営期間と現在の運営状況

7

蔵書数・月あたり来館者数

6

4

3

7

3

3

4

100冊以下

101-500冊未満

500-1000冊未満

1000冊-5000冊未満

5000冊-10000冊未満

10000冊~20000冊未満

20000冊以上

蔵書数

10

6

3

4

1

1

2

3

10人以下

11-50人

51-100人

101-500人

501−1000人

1000-5000人

5000人以上

その他

来館者/月
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島根県立大学短期大学部松江キャンパスおは
なしレストラン（2014発表）
①大学の4大化に伴い授業との連携が拡充しま
した。さらに、島根県立大学では、地域との
連携強化のため、マイクロライブラリーの取
組を参考にさせていただきながら、世界遺産
に指定されている石見銀山に「まちなかライ
ブラリー」を本年度中に開設します。

②子どもの頃に
おはなしレストラン
ライブラリーに来て
いた人が、いま、本
学の学生になって、
おはなしレストラン
ライブラリーで、子

どもたちに絵本の読み聞かせをしています。
開設当初に夢見たサイクルが実現しました。

少女まんが館（2013発表）
①ほぼ変わっておりません。
コロナ期間は、2020年4月5
月と6月第１週の、約2ヶ月
ほど臨時休館いたしました。
2020年の来館者は通常の年
の半分ほどでした。イベン
ト（茶話会）は2020年2021
年と中止。今年2022年から復活。大まかな流
れでは、来館者は微増し続けております。
②溢れる蔵書を昭島分室へ移動する準備をし
ています。

もものこぶんこ(2013発表）
①スタッフ、利用者はどんどん入れ替わって
いく印象です。
②コロナ禍での対応を
どうしていくか悩みま
した。
蔵書が増えて置き場所
に悩んでいます。

わたしの図書館ミルキーウェイ(2013発表）
①会場が閉鎖されたため自宅に移転。現在は
新たな展開の準備のため休館中
②現在は会場閉鎖でリアルなライブラリー活
動ができない。嬉しかったこと：来館者や同
好者とのネットワークができた。

まちライブラリー＠リエゾンサロン北越谷
（2014発表）
①それほど進化していないところが、残念で
す。でも参加されるコアとなっているメン
バーの関係性の醸成は深まったと思います。
関係性の醸成が深まり、まちライブラリー以
外での活動になったり、コロナ禍での当会場
でのイベント開催の遠慮をしたりとの2年間
でした。イベントで本を寄贈してもらう形
はこれまで通りです。
②コロナが始まった2年前に同時期にカフェ
の営業が始まりました。まちライブラリーイ
ベントではなくカフェの利用として場を使っ
てもらえています。本の貸し出しやイベント
開催は今後も続けて行っていきたいと思って
います。

まちライブラリー＠TTBB（Take a Trip with the 

Book & Beer）（2015発表）
①2017年5月7日(日)の第8回イベント後、休止
②2019年に「かめおかまちライブラリー」を始
動、京都美山の「奥山ライブラリー@芦生の森
文庫」にも参加。（磯）
嬉しかったことは、イベントで知り合った方と
継続して交流があること。困難なことは、飲食
を伴うイベントのためなかなか計画が立たない。
（西山）

まちライブラリー＠イチハチ（2015発表）
①当初あった使命感のようなものが無くなり、
自分の楽しみを優先するようになった。イベ
ント開催や来館者は減ったが、本やライブラ
リー活動を通して出逢った人との交流を純粋
に楽しんでいる。
②自分の気持ち優先で運営することで、楽な
方に流れ過ぎてしまい開店休業状態。もう少
し活動したい気持ちはあるので、少し背中を
押してもらえるような刺激が欲しい。
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ホンノワまちライブラリー（2015発表）
①家の前に本箱をお
くリトルフリーライ
ブラリー形式は変
わっていません。発
表時は様々なイベン
トや、広報的なこと、
輪を広げるような活

動を積極的にしていましたが、今は、自分の本
箱の本を季節ごとに入れ替えたりといった本箱
の管理が主になっています。付近の小学生や小
さい子と散歩のお母さんなどが借りて行ってく
れたりしています。

ホンノワ（泉州地域の本箱仲間）
で時々、集まって、本の交換を
したり、年に数回、マーケット
に古本市で出店したりとかなり
ゆるく活動しています。もとも
とゆるい活動だったのがコロナ
禍をへて一層、焦りもなくなり
肩の力が抜けた感じです^^;。。
私自身は、泉大津市にできた新しい図書館で毎
月ワークショップをさせてもらったり、市の図
書館の運営を話し合う図書館協議委員として声
をかけてもらったりと、まちライブラリーをし
ていたからこその繋がりが町の中で出来てきて、
とても嬉しいです。

①2019年に移転と眠りのライブラリーRinne

に名称変更。６年近く開設していた御茶ノ水
から、文京区千駄木の鴎外記念館の斜向かい
にあるカフェの2Fをシェアして、9月3日
（「ぐっすり」の語呂合わせで秋の睡眠の
日）に再スタート。移転にあたり、それまで
の蔵書を９割以上持っていきました。移転を
機に、マイクロライブラリーサミットで知っ
たリブライズで蔵書の登録管理を始め、実用
書や文庫は配架せずに館内に保管し、棚は空
間を活かすように心がけました。テーブル椅
子のレイアウトを変更してトークイベントを
行っています。

②移転した場所は閲覧スペースも広いので、
ライブラリーカフェとして睡眠の図書を読ん
でいただくだけでなく、トークイベントも始
めた矢先に新型コロナウィルスの蔓延。２０
２０年５月から２ヶ月ほど休館しましたが、
現在は再開し、今年からはイベントも再開し
ています。夢というテーマで占星術師の方と
のトークイベント。睡眠、リラックス、健康
など共通するテーマで活動する方々とのコラ
ボイベントを行っていく予定。コロナ禍に
あって、このライブラリーを目的を持って来
館された方との交流は嬉しいことでした。第
一波の直前、東京国立近代美術館の学芸員の
方が来館され、睡眠をテーマにした展覧会を
開催するにあたり、参考に本を見に来たと
仰って色々お話ししました（その後、「眠り
展：アートと生きること」という展覧会と
なって2020年11月～2021年2月まで、入場制
限はありつつ無事に開催されました）。また、
近隣ではない高校の女子高生2名が来館し2時
間以上じっくり読んでいて、聞くとわざわざ
睡眠の図書館を調べて来て、「夢のようで
す」と言葉少ないながらも興奮気味な様子に
こちらも感激しました。一方で、気になって
おそるおそる入って来られた方も多く、閲覧
時間より私と話をする時間の方が長かったと
いうこともありますが、睡眠の本と言っても
こんなにバラエティーに富んでいるのですね、
と楽しんで滞在している様子には嬉しくなり
ます。もっと多くの方に知ってもらって来館
してもらえるよう工夫と取り組みをしていき
たいと思っています。

睡眠文化ライブラリー（2015/2016発表）
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星空の小さな図書館（2015/2016発表）
①2021年より、いすみ鉄道と一緒に本を活用し
た地域支援事業「い鉄ブックス」をはじめまし
た。寄贈頂いた本を図書館で活用するだけでは
なく、古本市を企画し販売したり、ネット古書
店と組んで販売しその収益の一部をいすみ鉄道
と地域に還元しています。まだスタートして1
年半の事業ですが、寄贈本は3万冊を超え、寄贈
本を活用した古本市を5回開催、図書館の利用者
も1.5倍に増えました。
②図書館の枠を超え、本を様々な形で活用する
ことで、新しい広がりがうまれてきました。大
きな図書館や本屋がない地域でも、自分たちで
本のある場所をつくったり、イベントを開催し
たりすることで、地域の本文化をつくっていけ
る。やっぱり本が繋ぐご縁ってすごい！ 可能
性がものすごくある！ と更に感じている今日
このごろです。

まちライブラリー＠IzuGraceSalon （2016発
表）
①現在はCLUB HUBlicに変更。会員のみ貸出
可能、それ以外は会場内閲覧のみとしていま
す。働く場・学び場がコンセプトなので、蔵
書の種類がビジネス系などに寄せています。
その代わり、コアに学びに来る方が多いので、
その方の仕事やビジネスの課題に応じて、本
をおすすめしたりしています。

②本を借りたくて会員になられる方もいらっ
しゃいますし、学ぶ習慣が少しずつ若い方に
広がっているのは良いことだと思っています。

癒しと憩いのライブラリー（2018発表）
①コロナ禍で約1.5年間休館した。その後
開館日減・来館者減。
②本好きのボランティア（一日館長）が集ま
る場所になっています。それだけで良いこと
なのですが、このままで良いのかは？？

本とお茶ときどき手紙 草径庵（2016発表）
①かわらずのんびりやっています。

②草径庵という場所を継続していることが、自
分自身と来訪者の楽しみになっているなと実感
しています。ゆるやかな交流の中でお客さん同
士もお互いを気遣い、支え合っている場面が増
えました。

まちライブラリー＠水上家（2017発表）
①発表後閉鎖。
②あの場での出会いが今もさまざまな形で続
いており、復帰50年の今年、より尊く感じる
今日このごろです。大げさに言えば、いろん
な人たちの人生と、時代と社会のタイミング
で奇跡的に生まれていた場だったなあと、コ
ロナ禍を経てよりしみじみ感じます。

つるがしまどこでもまちライブラリー@鶴ヶ島
市役所（2016発表）
①コロナ禍で休止となり、復活は厳しい状況で
すが、つるがしまどこでもまちライブラリーそ
のものは増えています。
②コロナ禍が落ち着き、つるがしまどこでもま
ちライブラリーのイベントも少しずつ再開して
います。私が頑張らなくても、まちライブラ
リーが自然に増えていく形ができつつある気が
します。

まちライブラリー@TENAMUビル（2018発
表）
①コロナを受けての席数の減少、イベントの
減少
②まちの方々に認知され、当たり前の存在と
して利用していただいていることが嬉しい。
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ともしび文庫（2018発表）
①コロナ禍約2年間の休館後は、1つだけ予約制
で再開しましたが、5月からは予約不要としま
した。しかし規模が大きい方は現在もコロナ対
策の一環で使用できず。再開後は寄付本が増加
し急遽book saleを開催し、蔵書を整理する必要
に迫られるなど、嬉しい悲鳴状態です。しかし
利用者数については平日に開館できていないこ
ともあり、コロナ前に比べるとかなり低迷した
ままです。
②ここ最近の嬉しい出来事は、二人も相次いで
高校時代にボランティアしてくれていたスタッ
フが大学卒業後正社員の仕事（日本語を必要と
しない米国企業）を持ちつつしボランティアに
再参加してくれたことです。若い担い手がいる
こと自体も非常にありがたいですが日本語が使
えるコミュニティの必要性が若い世代にもある
ということを感じさせてくれて、海外における
図書館の役割が本にとどまらないことを実感す
ることができました。また今年は活動母体の
NPO団体を通じて、地元の英語のコミュニティ
への奉仕活動にも日本人コミュニティとして積
極的に参加していく予定です。

絵本のおうち（2019発表）
①コロナ禍により屋内の会員制ライブラリー
活動を停止せざるを得なくなりました。もと
より感染対策が必要な家庭事情がある中での
活動だったため、２年間の休止後、最近よう
やく閉鎖の決断を下したところです。幸い宅
配ボックスを利用したリトルフリーライブラ
リーがあるため、屋外のみ継続しています。
ただ、お子さんのご利用があることと、本の
消毒まで行き届かないため、新型コロナの感
染状況が落ち着くまでは、「宅が配る返さな
い図書館」として、中古本の配布を行なって
おります。貸出の頃よりはご利用が減りまし
たが、人気の本を入れるとすぐになくなるの
で、近隣のお子さんたちはちゃんとチェック
しているようです。

②屋内の会員制ライブラリーは１対１を原則
として、その人に合った本をご紹介するスタ
イルで行いました。
実際には会員さんの
方からオーナーであ
る私に逆に本のご紹
介もあったりして、
とても貴重な時間を
過ごすことができま
した。
また、本を介するこ
とで、普段なら気軽
に話せない心の奥深くにまで響くような話題
を語り合うこともできました。ささやかな活
動ではありましたが、取り組むことができて
良かったと心から思います。会員さんの中に
は強く継続をご希望される方もあり、なかな
か停止の決断ができなかったのですが、今は
屋内を断念することにより屋外の宅配ボック
ス内で配布できる本も増えることを前向きに
とらえています。

読書会専門店KENKADOU『511』（2019発
表）
①リアルスペースだけでなく、VR空間でも
読書会を開催するようになりました。
②各地のまちライブラリーはもちろん、他の
ブックスペースとの交流が増えてきました。
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風の駅【旅の情報ステーション京都】（2019
発表）
①コロナ対策のため、メインの図書カフェは
クローズ、販売コーナーのみで滞在時間を短
くせざるを得なかった。イベントの駅図書館
は、天災等も重なり、クローズ中。この中で
も蔵書を増やし、コロナ明けに向けて準備を
進めています。
②コロナ禍に於いて、館内が狭く２Fにある
ため、窓を開けての換気が十分にできず、人
が集まって滞在し、コミュニケーションをと
ること自体にリスクを負ってしまうため、ま
ちライブラリーの機能を果たせなかった数年
かと思う。ただそのような状況でもお客様は
来てくださったし、短い時間ではあるが主催
者とのコミュニケーションは途切れなかった
のは嬉しかった。ただ、ハード面でのリスク
は解消できないので、暫くは図書カフェはク
ローズし、販売コーナーのみの運営になるか
と思う。イベントは、安全を求めて広いス
ペースを借り、十分な対策を取って月１で編
み物カフェを再開し始めた。利用者の安全を
第一に、駅の図書館も含めて（今年は無理で
したが）できるところからまた再開していけ
ればと思う。

ことひらまちじゅう図書館（2020発表）

①運営方法は変更なし。参加館が増えた。
②・返却期限無しの「旅する図書館」の利用
者が、本の返却と自分の本も加えて送ってくれ
た。新聞などで取り上げてくれ、寄贈本や応援
メッセージが届く。・資金の確保。２４か所
の館長などのモチベーション、有志の集まり
（ボランティア）で、進みたい企画があっても、
各館の考えや商売など、一緒に活動する事が難
しくし個人でなすことになる。組織化したけれ
ども、実働は２～３人で活動していると感じる
ことがある。

奥多摩ブックフィールド（2019発表）
①運営者の蔵書に加え、「出版ニュース社」関
連の追加資料や研究機関の蔵書などを受け入れ、
公開に加えデータベース化にも取り組んでいる。
一角で蔵書を販売する「東京最西端書店」とい
う無人本屋も始めた。

②ホームページやSNS、メディアでの紹介を通
じて、奥多摩ブックフィールド目当てに遠路は
るばる足を運んでいただける方々が増え、そう
いった方々と出会えることが嬉しい。図書館関
係者や、出版業界関係者、ライブラリー運営者
の視察などもあり、ネットワークも広がりつつ
ある。地域との連携が今後の課題。スペースの
関係で、段ボールから取り出せない本がかなり
あることが悩みの種。

とんだばやしMikoまちライブラリー（2019

発表）
①来館者が減り、イベントはオンラインが増
えました。
②移動ライブラリーをカートに入れて引っ張
る形で何度かやってみましたが、利用してく
れる人がほとんどいませんでした。公園など
だと子どもは遊ぶことに夢中で本に見向きも
してくれません。お年寄りの方が声かけをし
てくれました。移動ライブラリーを別のカー
トでしようと考えています。カート自体はあ
るのですが改造が必要で、まだ実行できてい
ません。また、巣箱型ライブラリーももう
すぐ5年になりますが、雨晒しなので老朽化
が進み、近いうちに作り替えが必要だと感じ
ています。最近の写真などはFacebookに掲
載しているのでよければ見てください。僕は
中学2年生になりました（＊館長が8歳の時に
作ったリトルフリーライブラリー）。
https://www.facebook.com/mikomachilibrary

https://www.facebook.com/mikomachilibrary
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ひびうた文庫（2021発表）
①企画の一つ（貸本棚）を再考しました。蔵
書をいったん整理しました。
②2021年に同事業所で本屋を始めたこともあ
り、ここ一年ライブラリーと本屋の両立に頭
を悩ませていましたが、他の書店の取組も参
考にしつつ、それぞれが利用する人にとって
本と向き合える最高の場所になるように、運
営方法を考えています。

認知症ライブラリー（2020発表）
①コロナ禍において緊急事態宣言中は休館。そ
れ以外は予約制にしたため2020～2021年のご
利用が激減。しかしながら認知症の書籍はどん
どん出版されるので蔵書は増えました。
②市内に古着のチャリティショップが出来、寄
付をする団体にNPO法人播磨オレンジパート
ナーを選んでくださいました。いちばん還元で
きるのが認知症ライブラリーの本だと思い、寄
付金で本を購入させていただいています。
「認知症介護家族のおしゃべり会」（他団体主
催）の会場に認知症ライブラリーを提供するこ
とになりました。

沖縄の水上家から来た本の会＠ISまちライブ
ラリー（2020発表）
①サミットでの発表時と変わらず、休止中で
す。
②大げさに言えば、いろんな人たちの人生と、
時代と社会のタイミングで奇跡的に生まれて
いた場だったなあと、コロナ禍を経てよりし
みじみ感じます。

里の風たち「小さな図書館」（2020発表）
①サミットで学べた事が色々とても勉強に
なったので、他所のマイクロライブラリーも
見学させてもらったりして参考にさせてもら
いながら傷んできた修理を地味にしている最
中です。
地域の少子化は、止まらなくてもお孫さんが
帰省された時に利用してくださってりで絵本
が見てもらえているのがわかり定数維持中。

②嬉しかった事：
なんと、「ちいさな図書
館」を見て「この町に引っ
越そう」と、決めたという
方があり（たまたま市営住
宅を見学に来られて見つけ
られたそうです）やる気up。

・地元の図書館司書の方が、ブックフェスタ
の本を読まれたそうで声をかけてくれた。
・日野町の超素敵な『まちライブラリー@Ｍ
ＯＲＩＴＳＵＮＥ』さんの会員になれた。
・種の交換会をする仲間が出来て「種ライブ
ラリーしたいね。」と話している。
悩み事：
・9年になり老朽化激しく、地味に修理中。
忙しくて各種助成金の応募に（受かるとは限
らないですが）間に合わず。
・気軽に自宅前に出し入れできる「小さな晴
れの日巣箱」を県立公園のウッディルームに
キット化してもらおうと思い、デザイン設計
してみるものの、どういうサイズが良いか定
まらず。まずは自宅前にと思案中です。

まちライブラリー＠アトリア参宮橋（2021発
表）
①サミットでの発表時と大きな変化なし
②嬉しいこと：来場する子ども達のリラック
スの場になっている。困っていること：植本
祭などのイベント企画が行えていない。

まちライブラリー＠ちとせ（2021発表）
①千歳タウンプラザ閉館から新しい「まちラ
イブラリー＠ちとせ」が再オープン
②以前より狭くなった分、1人1人の来館者と
コミュニケーションがとりやすくなりました。
課題度しては、来館者数が伸び悩んでます。
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マイクロ・ライブラリー活動、地域への広がり

小さな個人・団体からはじまったマイクロ・ライブラリー活動が地域を巻き込み、本を通して、
まちぐるみでの人とのつながりを生み出しています。

まちライブラリー＠My Book Station茅野駅

2021年ブックフェスタでは「本の力で駅前空
間を変える」オープニングトークの開催。
2021年・2022年とも茅野駅の自由通路での
古本市、2022年マルシェを行い、地域の素敵
な店が集まりました。2022年6月、ベルビア
２階のビジネス拠点のワークラボ八ヶ岳に隣
接する店舗区画にまちライブラリーを拡張。
地域住民と共に本棚を作るワークショップを
行い「市民広場」をオープンしました。

ちとせまちライブラリーブックフェスタ 2022

地域の有志で実行委員会を組成し、千歳駅に
近い市の中心部の公園・グリーンベルトで
「まちなかBOOK CAMP」を開催。キッチン
カーの出店、本の巣箱グランプリや、本のフ
リーマーケット、移動図書館車で災害関連の
図書展示のほか、まちを歩いてまわるスタン
プラリーなど、まちぐるみで本のイベントが
行われ、エリア一帯で参加者同士の交流が広
がりました。
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マイクロ・ライブラリー憲章

マイクロ・ライブラリーとは何か?

本があり、ひとが集まる

誰にも妨げられず、好きな本を読める

本を共有する・体験を共有する

本棚を眺めれば人々が見えてくる

そのために次のことを応援します

本を読み、ひとと話す

本を薦める、ひとを紹介する

面白さを共有し、自己を表現する

多様性と新しい経験を提供する

落ち着ける場を提供する

本やテーマを決めて集まる

地域と社会に開かれている

他のマイクロ・ライブラリーと交流する


