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NO. 950

まちゆらりライブラリー
山口市で初めてのマイクロライブラリーになるそうで
す。明るく楽しい活動をしていきますので、よろしくお願
いします。
● オーナー：又野朋子

（山口県　山口市） NO. 982

汀文庫
レストランやアート教室、図書館と、その時々で顔つき
を変える場所です。ゆらゆらとした波型の本棚に本を
並べ、水と陸とが交差する汀（みぎわ）のように、様々
なものが混じり合うことを大切にしています。
● Web：https://snack-migiwa.com/
● オーナー：株式会社KUUMA

（兵庫県　神戸市中央区）

NO. 989

こそだち寺子屋スマイル
子どもたちの学びを支援する寺子屋に併設した「まちラ
イブラリー」です。学びたいこと、知りたいことをすぐに手
に取って学べる場所を目指しています。
● Web：https://edukos.jp/
● オーナー：鈴木幸輔

（神奈川県　大和市）

NO. 978

まちライブラリー＠里っこ文庫
地域の人たちが集う公会堂に併設するかたちで巣箱
型のライブラリーを始めました。地元に根差した、誰も
が自由に使える「みんなの小さな図書館」です。本が新
たなつながりを紡いでいくことを願っています。
● オーナー：重本晋平

（京都府　綾部市）

NO. 967

船旅ライブラリー
神戸港と宮崎港をつなぐフェリー内で始めたライブラ
リーです。「フェリーたかちほ」「フェリーろっこう」で過ご
す約12時間の船旅を、読書をしながらゆったりとお楽
しみください。
● Web：https://www.miyazakicarferry.com
● オーナー：宮崎カーフェリー株式会社

（宮崎県　宮崎市）

NO. 983

まちライブラリー＠長野公園
（大阪府　河内長野市）

NO. 990

だいごまちライブラリー
レトロな商店街にある子どもの居場所でシェア本棚を
始めました。コンセプトは「本を読む。人とつながる、ま
ちとつながる」です。本をきっかけに何かを始めたい皆
さんと一緒に、物語を紡いでいきたいです。
● Web：http://machinoko.sakura.ne.jp/connect/まちのこベース/
● オーナー：一般社団法人まちのこ団

（茨城県　大子町）

NO. 984

 tomoの家
産前産後のママたちのための図書館です。お料理や暮ら
し、心や体の本、絵本などがあります。からだに優しいご飯
を食べながら、本を楽しんでください！
● Instagram：tomonoie20230106
● オーナー：田中智子

（千葉県　千葉市中央区）

NO. 991

木の家図書館
ゲストハウスの共有スペースがライブラリーなので、
様々なバックグラウンドを持った宿泊客との交流も楽
しめます。今後、サウナやBBQスペース、ドックランなど
様々な魅力を増やしていきます！
● Instagram：wood_guesthouse
● オーナー：宮田悠司

（茨城県　水戸市）

NO. 979

まちライブラリー＠暮らしの手作り「フリ＊スカ」
もの作りやワークショップなどをしているお店です。羊毛
を使った暮らしのもの作りを提案し、羊毛材料も販売し
ています。
● オーナー：暮らしの手作り「フリ＊スカ」北川さゆり

（京都府　城陽市）

NO. 985

ちぐさのもり
ちぐさのもりはJR鳳駅前の商店街の一角にあります。
人と人がつながり、元気になる場をつくることを目標に
しています。
● オーナー：蔭西訓子

（大阪府　堺市西区）

NO. 995

日和文庫
ノスタルジックな港町には、「読書日和」「散歩日和」
「珈琲日和」など暮らしの中にたくさんの「日和」があり
ます。ささやかな毎日の暮らしに寄り添う本、そっと背中
を押してくれる本をご紹介していきたいと思っています。
● Instagram：hiyoribunko
● オーナー：稲岡麻琴

（静岡県　東伊豆町）

NO. 980

まちライブラリー＠おとや音育教室
本を通して、人と人がゆるやかに交流する場になれば
いいなぁと思い、音楽教室でまちライブラリーを始め
ました。主に絵本、児童書などを置いています。どなた
様も、ほっとできるひとときを過ごしにきてください。
● Web：https://note.com/otoya_music_2020/
● オーナー：おとや音育教室

（兵庫県　豊岡市）

NO. 986

みんなの図書館「amis文庫」
まちづくりは”ひとづくり・つながりづくり”。amis（ア
ミィ）文庫は本棚オーナー制度で運営し、本をきっか
けに新たなつながりが生まれる空間を創り出します。
● Instagram：amis_bunko
● オーナー：松﨑真吾

（茨城県　東海村）NO. 981

チセのある風景
アイヌの伝統的な住居「チセ」をモチーフに作った巣
箱型の本棚を置いています。昨秋のちとせまちライブ
ラリーブックフェスタで行われた巣箱グランプリで優
勝しました！書籍は、アイヌ文化を伝えるものを選んで
います。
● オーナー：こぐま座

（北海道　長沼町）

NO. 988

日日文庫
都市と田舎をつなぐ場所を目指した民泊『日日(にちに
ち)の家』内にある集落を見渡せる部屋をライブラリー
として不定期で開放しています。くらし・自然・農に関す
る本が中心ですが、ジャンルを増やしていきます。
● Instagram：nichinichi_library
● オーナー：谷口千春

（岐阜県　郡上市）

New！まちライブラリーの紹介
「公共」か「Pu b l i c」か

まちライブラリーが生み出す新たな概念

春

らしい日差しが各地に降り注いでいる季節になっていることと
思います。山深い蓼科山も残っていた雪がようやく解け始めま

した。
　３月からは各地でイベントが盛りだくさんです。３月３日には静岡県焼
津市のまちライブラリーで、一箱オーナー制度の始まりとなった「みん
なの図書館さんかく」の３周年イベントがありました。館長の土肥潤也
さんは28歳の若さで、各地に同種の図書館をつくり、最近『わたしの
コミュニティスペースのつくりかた: みんとしょ発起人と建築家の場づく
り』（ユウブックス）を上梓された方です。
　トークイベントには、土肥さんが刺激を受けたという３冊の本のそれ
ぞれの著者が参加しました。『ゆっくり、いそげ ～カフェからはじめる人
を手段化しない経済～』（大和書房）を書かれた影山知明さん、『マイ
パブリックとグランドレベル-今日からはじめるまちづくり』（晶文社）を
書かれた田中元子さん、そして私の３人です。影山さんは、東京の西国
分寺で「クルミドコーヒー」というカフェを営み、資本主義的な生き方
ではない生き方を目指して体現されています。田中さんは、ランドリーカ
フェを東京に開業し、歩く人の視線を大切にしたまちの拠点づくりを目
指していて、『1階革命-私設公民館「喫茶ランドリー」とまちづくり』
（晶文社）という新著も上梓されました。
　土肥さんから提案されたトークイベントのお題は「私設公共」で、社
会性のある活動に取り組んでいる視点から意見交換をしようという意
図でした。その場で私が提起したのは、「公共とPublic」の類似点と相
違点です。
　三省堂のWebコラムで森住衛さん（大阪大学名誉教授・言語学）
が書かれているのを参考にすると「Public」の語源は、ラテン語の
「Populus」（＝People）が「Publicus」(国民 )になってきたというこ
とです。これに対して「公」（おおやけ）は、「大きな家」を意味してい
て、「儀式や集まりの場」「行政や組織」「政治、政府」など上からの目
線で、堅苦しさを含んでいるとのことです。つまり「Public」は受け手で
ある民衆からの視点が強く、「公」は送り手である政府を主に意味する
とのことでした。
　私が感じてきた「公共」という言葉に対する違和感を言語学の視点
から解説していただいたようで腑に落ちた感じがしました。ちなみに
「Public」の反語は「Royal」になるそうです。このように「公共」と
「Public」は、それぞれの言語の源流からくる違いを含んでおり、それ
が今日の社会活動に対する欧米と日本で微妙に違うゆえんだと思いま
す。
　そして３月は他にもイベントを予定しており、31日にはまちライブラ
リー＠大阪公立大学（旧大阪府立大学）のクロージングイベントがあ

ります。橋爪紳也さん（大阪公立大学特別教授）から経緯についてお
話をしていただき、事務局からは開館からの10年間をデータで振り返
り、私からは他の地区でのまちライブラリー活動とこれから誕生するま
ちライブラリーについて報告する予定です。
　まちライブラリー＠大阪公立大学は、2013年に誕生した40番目の
まちライブラリーでした。ここから「蔵書ゼロ冊からのライブラリー」や
「植本祭（しょくほんさい）」という言葉が生まれるなど、まちライブラ
リーの沿革にとってなくてはならない場所でした。また「マイクロ・ライ
ブラリーサミット」が誕生したのも、この場所です。当初の3年間は一
般社団法人まちライブラリーが運営していたため飲食を伴うイベントが
可能で、市民が主体的にイベントや運営に携わることができました。し
かし2016年以降は大学が直接運営することになり、館内での飲食は
禁止されるなど利用者にとっては不自由になりました。利用者数や寄贈
数、登録数も減少し、大学統合による施設利用の用途変更も予定され
ることになり、閉館となったのです。
　行政や企業などの組織が運営する施設の宿命が、ここに凝縮してい
るようです。組織は、円滑で安全、安心な運営を試みており、それを実
行するために規則や規約、罰則を定めます。しかしながら利用する立場
から言えば、自由で融通性が担保された場所の方が気持ちよく使えま
す。双極の関係があるように見えるのですが、少し視点を変えて、「社
会とは何か」「その中での規律の担保や共同利用とは何か」を突き詰め
ていけば折り合えるように思います。友人を招いてのホームパーティー
では規則尽くしの会にならないのですが、同じことを公共空間で行えば
規則と禁止の嵐の中でしか動けなくなります。個人的な関係では、規
範という常識が優先され、公共と呼ばれる場所では規則と罰則が優先
されるのです。
　まちライブラリーは、このような規則と罰則による関係を、規範と常
識に置き換えて新たな公共を作っているのかもしれません。規範と常識
は、その集団に属する人がそれぞれ持っている価値観を出し合いなが
ら自然と生まれてくるものです。皆さんのまちライブラリーでもきっとその
ようなものがあるのでしょう。どうぞ運営する人も利用する人もその場
に新たな公共を生み出してください、楽しくそして緩やかに！

2023年3月
まちライブラリー提唱者

礒井純充

春

まちライブラリーに関する情報はこちらから
https://machi-library.org/

府営長野公園 奥河内さくら公園の入口にある巣箱型の
まちライブラリーです。自然豊かで静かな公園で自然環
境やまちづくりの本を通じて、新しいコミュニティをつくり
ませんか？
● Facebook：長野公園
● オーナー：都市公園長野公園管理共同体
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「みんなのまちライブラリー探訪記」
企画スタート！

んな本が置いてあるのかな？と眺めていると、「本棚には隣接
する鶴間公園の木を使っているんですよ」と、スタッフさんが

声をかけてくれました。自然の木を使っているので木目はもちろん、
木のウロをそのまま使っているので、本の底が見えるんです！世界に
一つだけの本棚、面白いですね。

EVENT ONLINE

2023年より、まちライブラリーのHP内で「みんなのまちライブラリー探訪記」と題したコーナーを始めました。
利用者の方がお気に入りのまちライブラリーを訪れた際に、
そのライブラリーの雰囲気やおすすめする理由などを写真と文章で自由に紹介してもらう取り組みです。
利用者の方は、様々なまちライブラリーに足を運ぶ際の参考として、オーナーの方はご自身の活動のヒントとしてご覧ください。
ライターを募集していますので、ご興味がある方は連絡をお待ちしています。　
machilibrary.admi@gmail.com（担当：小野）

■これまでに掲載した探訪記の一部をご紹介します。

冒頭のエッセイで紹介しきれない活動を「まちライブラリーあれこれ記」でお知らせしようと思います。
初回は、まちライブラリーの新規登録についてです。
流れ作業のように思えますが、実はオーナーさんをサポートし、
活動を広げるためのアイデアなどを含んでいます。

新規ライブラリーの登録作業　秘めた思いとアイデア

オーナーズフォーラム　
次回は4/26（水）19:30～開催

【開催日時】 2023年4月26日（水）19:30-21:00

【参加方法】 オンライン・Zoomミーティング
【プログラム】 ・事例発表　・オーナーの情報交換

まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（東京都町田市）

まちライブラリー＠コワーキングスペースmocco
（兵庫県姫路市）

まちライブラリー＠大阪公立大学
（大阪市浪速区）

ど 々な人とコミュニケーションが取れるオープンスペース、集中
したいときにぴったりな間仕切り付き作業スペースや会議室な

どが揃い、ノマドにはうれしい場所です。本棚には、姫路市で活躍す
る整理収納コンサルタントなど、この場所を利用する専門家らによる
寄贈本が並んでいます。本オーナーの人となりを感じられるのも、ま
ちライブラリーの面白さですよね。

様

付で、とてもステキなもの
を見つけました。「福栞」で

すって。「いくつでもどうぞ」の声に
甘えて、自分と同じ誕生日の作家
ルイス・キャロルの不思議の国の
アリスに登場する白うさぎの栞をい
ただきました。かわいい！

受
めて訪れたわたし自身、居心地の良さに数時間ゆっくりさせて
もらいました。本との出合いを楽しんだり、原稿を書いたり、

ゆったりと公園の自然を眺めたり。だんだんと日が暮れていくさまも、
とても美しかった。

初

2カ月に1回、まちライブラリーのオーナーとして登録された方限定
のオンラインイベント「オーナーズフォーラム」を開いています。毎回
約30人が参加し、活動報告を参考にしたり、悩みや困っていること
について情報交換を行ったりしています。まちライブラリー提唱者の
礒井やスタッフも参加しています。楽しくまちライブラリーを続けてい
ただくためにも、どうぞお気軽にご参加ください。

　まちライブラリーを始めてみようという人は、ホームページ
のトップページにある「まちライブラリーを作ろう」をクリック
すると、必要事項を記入するフォームが出てきます。名前や
団体名、メールアドレス、開設予定の場所などを記載して
「回答」ボタンを押すと、私（礒井）と担当している2人（小
野千佐子さんと川原紗英子さん）に連絡が来る仕組みとなっ
ています。この際、すぐに登録をしたい人もいれば、様々な相
談事がある人もおられます。どんな内容であれ、すべてのメー
ルに私が直接返信しています。私から直接返事があることに
驚かれる人もいますが、まちライブラリー開設以来、この慣
習は続いています。

　このように1次対応をした後は、登録用のURLをご案内
いたしますので、必要事項を返信していただきます。問題な
どがなければ担当の小野さんと川原さんが作業を進めます。
登録の際には、まちライブラリーのHP内に個別のページを
作成し、リブライズという本の登録サイトを作ります。まちラ
イブラリーのHPで全国の都道府県と市町村を選んで検索
すると、その土地のまちライブラリーが表示され、地図も確
認することができます。

　まちライブラリーの初期の頃は「まちライブラリーをやる
よ！」と言われると私がその場に行って、お話を聞いていまし
た。本棚がなければ代わりになるものを見つけ、こだわりの
テーマをどう見せるかについて一緒に考えることもしていまし
た。告知も、一緒にイベントを開いてチラシに記載するなどの
お手伝いをしていました。現在でも電話やZoomのほか、場
合によっては会って対応することが私の役割だと思っていま
す。さすがに1000カ所に増えたため、すべてに同じ対応はで
きないのですが、できるだけ悩みや活動の障害を取り除いて
あげたい気持ちに変わりはありません。ですから、まずは私が
問い合わせに答えているのです。

　手間のかかる作業を続けているのには理由があります。ま
ちライブラリーは、制度や組織力、資金力に頼らないでどこ
まで社会全体に広がっていくのかというある種の社会実験だ
と思っているからです。登録されたまちライブラリーに関係す
る人への告知や案内にも使えますが、もっとも私が大事に
思っているのは等身大の模倣という点です。身近な人がまち
ライブラリーに取り組んでいる、近くにある、同じような考え
や場所で開いているといった具合に、まちライブラリーを始
めたい人にヒントと勇気を与えてくださっているのが、他なら
ない登録してくださった皆さんなのです。

既存のまちライブラリーは
ヒントや勇気の源

登録作業
担当は小野さんと川原さん

活動の悩みに寄り添い
運営をサポート

問合せへの回答
まずは提唱者・礒井が返信

オーナーズ
フォーラム

みんなの
まちライブラリー

探訪記 あ れ こ れ 記まちライブラリー

小野さん 川原さん




