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GARUDA COFFEE
立誠図書館からのお知らせ

本はあなたを支えるパートナー ?!

児童文学作家として『お引越し』『ごめん』「なりたて中学生」シリーズ等数々の作品を著し、評論家として京
都新聞にて連載「子どもの本から世界を見れば」（毎週水曜）等で活躍するひこ・田中さんと、子どもの読書
環境の向上に取り組む中京区小学校図書館ボランティアネットワークの柴田歩さんにお話をうかがいました。
※プロフィールと読書プレゼントコーナーは P.5

子どもの本から眺める社会と自分
―柴田さんはひこさんの著作に登場する女の子の気持

※ひ：ひこさん

ちにとても共感したそうです。

な方が良いと思われたり。それらは知らない間に

柴：ひこさんの想像力もあるのでしょうけども、小学生

身についてしまうから自分でも苦じゃないかもし

の女の子の気持ちが手に取るように感じられます。

れないけど、ひょっとしたら外してしまった方が

ひ：それは、多分知らないからだね。男の子のことは

楽なこともあるかもしれないよね。だからそうい

知っているから書きにくいところがあるんです。

うジェンダーロールはできるだけ作品の中では外

男の子の場合「ここを隠したな」とか「ええカッ

すようにはしていますね。つまりそこは現実では

コしたな」とかわかるのね。女の子は知らないだ
けに、自由に書きやすいというのがありますね。
それともうひとつはジェンダーフリーの意識。別

ないくらいフラットになっていると思います。
柴：今の子どもたちって行儀の良さをすごく求められ
ていると思うんですよ。だけど行儀が良くて褒め

に女の子の気持ちが書けているのでなく、子ども

られるようなところが、ひこさんのお話の中には

の気持ちを書いているだけかなと思うんですね。

なくって。それがかえってリアルに感じると言う

女の子らしいというものは本当はないですからね。

か。行儀が良いというのは、子どもたちも仮面を

柴：私も小学生の時、男の子と同じ様に真っ黒けで外

かぶって生きている状態。物語の中でそうじゃな

を走り回っていましたね。でも、気持ちは女の子

い主人公に出会えることが新鮮なのかなって、お

なんだなと認識していました。
ひ：男の子だって結構繊細だし、傷つきやすいところ
もあるだろうし。男の子は男の子らしさがついつ

柴：柴田さん

でも着ればいいのに。女の子も同じでフェミニン

話をうかがっていて思いました。
ひ：パブリックな中で仮面をかぶって、良い子をしてい
るというのは本当の意味で社会性が身についてい

い求められて結構無理しているところがあるから

るわけではない。内面性が成長しないまま、とりあ

大変だと思うよ。着たくもない重い鎧を着せられ

えず仮面をかぶっていたら済むということばかり

て、かわいそうに。脱いでシルクかレーヨンの服

を覚えるわけですよね。本当に子どもたちが社会性
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を持つことは、社会に出て間違えて、「あれ、なん

になった時にもまた出来るんですよね。この間聞

かこれは違うぞ」って気が付き始めることだよね。

いた面白い話は、ある家庭文庫でお母さんが赤

柴：そうですね。でも、今の親御さんは子どもを外に

ちゃん用の絵本を借りていかれたそうです。帰り

出したがらないので。世の中に危険がいっぱいあ

際に家庭文庫を主催されている方がお母さんに
『リンの谷のローワン』
（著：エミリー・ロッダ）

るだろう的なことなのでしょうか。

の話をすると「それ中学の時に大好きで読んでた

ひ：本を読むというのも結局、外出えへんということ

んです」と借りて行かれたそうです。返しに来ら

なんですけどね。
柴：そうなんですよね。本好きは外に出なくなる。

れた時に「どうでしたか ?」と聞くと、
「全然違い

ひ：そこで外に出るということはなんなのかを少し考

ました。子どもの頃は主人公に寄り添って読んで

えておいた方が良いと思うんです。スマートフォ

いたけれど、主人公がいかに周りの大人に支えら

ンの普及によって何が起こっているかと言うと、

れて冒険していたかがわかった」と。大人になっ

外に出ていてもスマートフォンで他とつながって

てから見え方が変わったんですね。本を読んで子

いるだけだから、本当の意味では外に出ていない

ども時代に旅して戻ってはるのね。でも、どうし

ということ。だから、広場のような異年齢集団で

ても自分はもう大人だから、旅立つ少年の側では

あちこちワーワーするような空間づくりが必要だ

なく、親の側で本の外側からも考えられる。そう

と思うんだよね。本に関連付けて言うと、読む時

いうものとして子どもの本は面白いなと、その話

はひとりだけど、物語の中では異年齢と接するよ

は聞きましたね。

うにできているわけですね。そして同じことは親

本がある風景をつくる
だけを借りる場所と言う発想を変えちゃって。

―「乳幼児期はこの本」
「学童期はこの本」というよう
にライフステージごとにオススメの本はあるのでしょ

柴：それ良いですね！

うか？

ひ：
「読め、読め」と言っても子どもは本に慣れない
んですね。本が身近にあれば退屈な時にピラーっ

ひ：人によって違うからいつにどの本をというのは難

と読みます。おもろなくて戻したとしても、おも

しいんだよね。だからこそ出会いの間口をどれく

ろないと思うまでは読んじゃうわけですよ。そう

らい開くことができるかというのが大事。例えば

いう体験の積み重ねが、結局本に慣れさせる。ひ

図書館は 1 人 10 冊本が借りられるじゃない。子

とりひとりの子に好きな本を与えようとしても、

どもも 10 冊？

ものすごくロスが多い。それに、アタリの本ばか

柴：はい、子どもも 10 冊借りられますね。

り読んでいたって全然成長しないんですよ。ハズ

ひ：子どもが 2 人いたら両親と合わせて 40 冊借りら

レの本も読まないと。そうやって広がっていくも

れますよね。だから、とりあえず借りられるだけ

んですよね。なんだったら「今日は〈な〉がつく

借りてみるんです。自分が読みたい本だけじゃな

本を探そう」ってやってもおもしろい。そういう

くて、興味ない本でも、借りるほどでもないけど

遊びをしても良いじゃないですか。

ちょっと興味ある本でも良いです。そうすると自

柴：2019 年 3 月に立誠図書館で開催された『やま

宅に常に本が 40 冊ぐらいある風景ができるわけ

したくんがしゃべります』の時に著者であるホホ

ですよ。無料で。

ホ座の山下さんが「本って読まなくても、積んで

柴：なるほど！

あるだけで僕はワクワクして嬉しいから、別に読

ひ：その中に興味のある本が 2、3 冊だけでも良いん

むとか読まないとかじゃなく。そこにあるだけで

ですよ。ひょっとしたら「これなんだろう？」っ

本って幸せを与えてくれる。
」と言ってはって。

てこともあるかもしれないし、読まないで結局返

今ひこさんも「読まんでも良いから、そこに並べ

すこともあるかもしれないけれど、常に家に本が

ておく」と。私は読書推進活動をしているくせに

ある風景に慣れることができる。図書館は読む本

自分は全然読めていないので、読めない自分を責
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めたりしがちなんです。それが読まなくてもそこ

いてるだけの子どももいますね（笑）
。私は今ま

にあるだけで、気持ちが次に動いたりだとか、ど

でずっと「子どもたちにどうやったらもっと本を

れ読もうかなってワクワクする。そういう本があ

読んでもらえるんだろう」って思いながら活動し

る風景って良いなって、山下さん、ひこさんのお

てきたのですが、
「読め読め」と言われない雰囲

話を聞いていて思いました。

気が大事だなと思うようになりました。立誠図書
館は地域に開かれた図書館にしたいと言ってくだ

ひ：読書推進運動で頑張るよりそれをした方が早いか

さって、1 ヶ月に 1 回絵本ライブをするってなっ

なと。
柴：小学校では「読書マラソン」や「読書カード」と

た時にお話しさせてもらったのは、今までだった

いう取り組みがあるのですが、結果として「この

ら子どもに読み聞かせするとなったら、子どもと

子は何冊読んだから、何ページ読んだから素晴ら

その保護者がメインじゃないですか。ここは地域

しい」みたいな評価の仕方になってしまうんです

にあると言うことなんでふらっと地域の方が入っ

よね。そう言うボリュームの測り方はどうなんだ

てきても子どもも大人も一緒に絵本を聞ける場に

ろうと。小中学校の保護者としてずっと感じてい

したいねと言って立ち上げて、毎月 1 回やってい

ました。

ます。いろんな世代の人が交流し本に親しむ様子
を子どもに見せることができる、読んでも読まな

ひ：ページ数を書くのは大変だから、もうグラムで

くてもいい、絵本を真ん中に人が集まれる場所に

やったら（笑）
。

なればいいなって思っています。

柴：ふふふ（笑）
。重さでね。
ひ：みんな絶対軽い文庫は読まないね。

ひ：だから図書館は広場になれば良いんですね。みん
なでワイワイと集まって。

柴：みんな百科事典みたいな本読んでね。確かに 100
冊読んだ子は素晴らしいですけど、タイトルを書

読書と図書館の可能性
―みなさんにとって、本や読書はどういったもので

立誠図書館で読めるひこ・田中さんの本

しょうか？
ひ：本は逃げる場所。例えば不登校、ひきこもりの子
たちにオススメしたいことのひとつは読書。別に
読書でなくてゲームでもなんでも、とりあえず時
間をやり過ごせるというのがとても良いと思うん
ですね。特に本の何が良いかと言うと否が応でも

『お引越し』福音館書店

終わって現実に出てくること。セリフや登場人物
に「あ、これ私みたい」というものがあれば、そ

2013

『カレンダー』福音館書店

こで少し現実に出てこれたりね。読む間は現実を

『ごめん』福音館書店

休んでいるからちょっと楽になれるし。そして
読んだ後は現実が違った風景に見える。フィク

2014

2014

『ぼくは本を読んでいる。』講談社

ションの中を通り過ぎて現実に戻ってきた時には

2019

ちょっとずれているんですよね。本を読む前に感
じていたこととか、逃げたかったことから、ちょっ

なるということじゃなくて。みんながそうだったら

とずれてしまっていることが救いになるんですね。

みんなめちゃめちゃ賢い子になっているからね。

さっきの読書の……、
柴：読書マラソン？

柴：そうですよね（笑）。
ひ：100 冊読んだら、100 冊分賢くなるんやったら、
300 冊読めばもう、

ひ：読書マラソンでたくさん読んだ子が良いとか、賢く
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柴：天才だらけ！

るんですよね。頓服みたいな存在やということをみ

ひ：そう、天才だらけになってしまう。ところがそう

んなで共有できたら良いですね。心のお薬の宝庫と

ではないので、何かあった時に逃げられる場所と

しての図書館や司書の大切さとかがもっとみんな

して本というものが確保されているのが良くて、

に伝わったらいいのになと思っています。

逃避したい時に読書行為ができるように身につい

ひ：立誠図書館みたいな私立の図書館はありとあらゆ

ていて欲しい。そこでさっき言ったような常に本

る仕掛けをして、ある種のモデルとしてチャレン

を置いておくという提案です。その時に本を探す

ジしているわけじゃないですか。もちろん制限は

のを 1 人でやっていたら、1000 冊の本の中から

あるにしても、公共図書館や学校図書館ほどかか

1 冊を探すのは大変だよね。それを 100 冊くらい

らないだろうから。失敗したらやめたらいいだけ

に減らしてくれるのが司書なんですよ。自分の症

で。ありとあらゆる試みをして、他の図書館でも

状を言ったら「その症状なら、これ」と言って何

生かせることが出てきたら面白いよね。

冊か本を出してくれて。

柴：私も立誠図書館がそんな図書館になったら良いな
と思いますね。

柴：ひこさんが言わはったみたいに、本は心のお薬にな

図書館が災害時にできること
―ひこさんは東日本大震災時など被災地に本を寄付さ

た時に本があることの大事さがありますよね。そ

れたとうかがいました。元・立誠小学校は立誠学区の

の中に全ての娯楽が詰まっているじゃないです

避難所としての機能があります。2020 年完成の複合

か。地域に図書館があるとそういうものをあわせ

施設内にも避難所機能を持つ施設が併設されていま

持つことができて、それが地域の力やと思うんで

す。そこで災害時に図書館ができることはあるので

すよ。うちにはこういう施設があって、避難所に

しょうか？

も本があるということが、地域のポテンシャルに
なりますよね。

ひ：子ども向けの本は災害時に役に立つんですよ。被

ひ：避難生活に疲れて図書館で、絵本とかを読むのは

災した時に、親は忙しいですから本が子どもの暇

すごく息抜きになります。とりあえず別世界に行

つぶしになります。もし電源が落ちている場合だ

くわけですよ。前にも言いましたけど、そこから

とゲームも、スマートフォンも出来なくて。ス

戻ってくることによって、ちょっと現実の見え方

マートフォンはそんなことに使うなという状態に

が変わってくる。本は自分の現状を変える力を

なりますから。それから大人の人もやっぱり、子

持っているから。そういう役に立てるように積極

どもの本の方が良くて、癒されたりするんですよ

的に被災者とアクセスしていくことは大事だと思

ね。だから災害時に図書館ができることは、まず

うんですね。あと、自分とうまくピタッとする本

基本的にそういうことですよね。避難所の方に本

に出会えれば心の中のモヤモヤみたいなものをう

を持って行って、新幹線の売り子のように本をお

まく言葉にできるようになる。今自分は何に悩ん

ススメすれば良いんですよ。

でいたんだろうとか、スッと明らかになったりと

柴：うんうん、それ良いですね。

かします。そういう意味で本を手に取るというこ

ひ：本を読むということを考えられない状態に多分

とは役に立つと思いますね。心の整理がつきます。

なっているんですが、とりあえず物語に流れてみ

直接自分の今抱えている悩みとは関係ない本で

ることもいいと思うのね。

あっても、本というのは起承転結があって、終わ

柴：直後はバタバタしていると思いますが、ホッとし

るわけですから非常に整理されているものなんで

たい時が来ると思います。何かしたい時にかなら

すよね。そういう物語を読むということによって

ず娯楽って必要やと思うんだけど、我慢しないと

自分の頭の中を整理する助けになると思います。

いけない状態になってしまいますよね。そうなっ
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【ひこ・田中

Hiko・Tanaka】

児童文学作家・評論家。著作に『お引越し』
（椋鳩十児童文学

賞）、
『ごめん』
（産経児童出版文化賞 JR 賞）
、
『なりたて中学
生

初級編・中級編・上級編』
（日本児童文学者協会賞受賞）

など。京都新聞にて連載中の「子どもの本から世界を見れば」

（毎週水曜日）など批評活動では大人に向けて「子ども向けに

作られたこの本は面白いですよ」と言う切り口で紹介するこ
とで子どもへ本を届ける。

【柴田 歩

Shibata Ayumi】

子どもの入学を機に学校図書館でボランティアをはじめ、中
京区内の小学校で子どもと本の間に立つ方々を応援するため
に中京区小学校図書館ボランティアネットワークを設立。立
誠図書館で毎月開催中の絵本ライブを共催のほか「絵の本ひ
ろば」などを開催。2019 年には「大人のまなび舎～子ども
と本をつなぐ 大人のためのまなびと出会いの２日間～」に
てひこ・田中さん、あべ弘士さん、近藤薫美子さんを講師と
して招き講演会を開催するなど精力的に活動中。
▶ひこさんのオススメ本など対談のこぼれ話は
公式サイトで紹介いたします！

https://www.bunmachi.org

立誠図書館

読者プレゼントコーナー 【応募締め切り：2020 年 3 月 31 日（火）】
立誠図書館機関紙『Page.3』読者のみなさんにひこ・田中さんサイン入り著書『お引越し』をプレゼントいたします。
11 歳の少女レンコはとうさんとかあさんが離婚し、家がふたつになります。両親の離婚という大人の事情に巻き込ま

れたレンコのとうさんとの関係、かあさんとの関係、友達にどう話すかなど複雑な心模様が描かれています。80 年代
の京都が舞台で、登場人物たちの京都弁、まちの描写なども見所です。初版は 1990 年、福武書店より発刊。今回の

読者プレゼントでは現在の日本を代表する美術家、奈良美智が書き下ろした装丁が目をひく 2013 年に福音館書店か
ら発刊されたバージョンです。

商品・当選人数

ひこ・田中さんサイン入り

応募方法

『お引越し』
（2013 福音館書店）

下記 URL(QR コード ) の応募ページ、もしくはハガキにて

３名様

ご応募ください。

応募締め切り

・インターネットでのご応募

https://forms.gle/CqPkgx2wE59dYgM9A

・ハガキでご応募の場合、以下の項目を記載の上お送りください。

2020 年 3 月 31 日（火）

1. 氏名 2. 郵便番号 3. 住所 4. 年齢

5. 性別 6. 電話番号 7. メールアドレス

8. 立誠図書館や機関紙『Page.3』のご感想をお書きください

・送り先

〒 604-8023

京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町 310-2 立誠図書館

抽選方法・当選発表

ご応募いただいた方の中から抽選を行い、当選者を決定いたします。当選の発表はプレゼントの発送にもって代えさせて

いただきます。応募いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号、年齢、性別、メールアドレス等）は厳重に管理し、
本プレゼント企画および立誠図書館からのお知らせのみで使用させていただきます。
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よ む ど す ?

YOMU-DOSU?

京都歩きの本棚

『とっておき京都―NO.1
ハイヤードライバーが
こっそり教えます』
著：中村壽男
絵：すげさわかよ
祥伝社

私は京都の街を散策するのが好き

京都歩きの本棚 、立誠小学校 DNA の本棚 、 食べる本棚 、
新しい本棚 の 4 つのカテゴリーと新規図書を合わせた約 800
冊の蔵書よりホームページで毎週月曜日に図書を紹介する企画
「YOMU-DOSU?」。その中から 3 冊をピックアップしました。
YOMU-DOSU? 公式サイト：https://www.bunmachi.org/recommend

立誠小学校 DNA の本棚

『中村玉緒
わたしはあきらめない』
編：NHK「わたしはあきらめない」
制作班 KTC 中央出版
KTC 中央出版

立誠学区にお住まいの方々が中

です。特に京都に住んでいると散策

村玉緒さんのことを「玉緒ちゃん」

ですが、自分では結構な数の寺社を

なと思っていたのですが、実は中

として寺社仏閣に行くことが多いの
訪れたと思っています。「京都の有
名処と言われるところはほとんど

行ったかな？」と思いながらこの本

を読み進めていたのですが、まだま
だ行っていないところがたくさんあ

りました。ぜひ足を運んでみたいと
思います。そしてこの本は寺社を紹
介するだけでなく、筆者の心遣いの
素晴らしさも同時に学ぶことができ
ます。「心遣いができるようになり
たい！」と思う方はぜひこの本を読
んでみてください！

石橋 美樹

好きなこと（もの）
海外旅行／映画鑑賞／
音楽鑑賞／いい香り
著：丸山貴史『わけあって絶滅しました』ダイ
ヤモンド社「マジで面白すぎます！！」

ひとことテーマ：
「2019 年 1 番テンションが上がった本」

と言うので、やたら馴れ馴れしい

村玉緒さんは立誠小学校の卒業生
だったんですよ。立誠小学校の全

体同窓会にも来ていただいたこと
があるのですが、本当に気さくで
明るくて可愛らしい方でした！本

著は NHK の番組『わたしはあき
らめない』に出演された時に語ら
れたお話を再編したものです。残

念ながら小学校時代のお話はあま
り語られておられませんが、玉緒

ちゃんが育ったこの場所に想いを
馳せながら、本著を読むのもなか
なかおつなのでは？

普照 大督

好きなこと（もの）
美女

石原さとみ写真集『encourage』「2017 年の本
ですけど、これを抜く本に未だ出会えていません」

6

新しい本棚

『「美しい」って
なんだろう ? 』
著：森村泰昌

イースト・プレス
美術鑑賞が苦手という方の理由

は「何がいいのかわからない」だ
と思います。私は筆者である森村

泰昌が女性に扮するセルフポート
レート作品には美しさとおかしさ
に惹かれます。キレイに見えるけ

れど、はて？女性ってこういうも
のだっけ？なんて考えるとジェン

ダーについて考えるきっかけだと

思います。でも、それは人それぞ

れ、作品を見る時代それぞれ。では、

「何がいいの？！」という美術を観
る基礎マインドベースを、森村が

親近感 200% の文章で導いてくれ
ます。肩肘張らず、お子さんから
大人のみなさんまで、楽しめる美
術の入門書です！

栗山 万葉

好きなこと（もの）
アート／ロックとケー
ポップ／美味しいものを
食べること／海外旅行

著：チョン・ユジョン 訳：カン・バンファ『種の起源』早川書
房「読んだ夜に夢で魘されました。描写・発想すべてがすごい」

LIBRARY
REPORT

立誠図書館は 2020年 9 月で 3 周年
目を迎えようとしております。2018年

の開館から 2019年12 月までに約45,000人の方にご来館いただ
きました。今年は立誠図書館にとって新たなスタートとなる年で

2019 年 10 月 8 日（火）
〈絵本ライブ vol.11〉
vol.11〉
ナビゲーター：「花田睦子の絵本のよ
みかたり講座」受講生のみなさん /
京都市手話学習みみずくさん

す。みなさまに楽しんでいただける図書館を目指してただいま準
備を進めておりますので、今しばらくお待ちくださいませ！
2019 年立誠図書館ではたくさんのイベントを開催いたし
ました。また、毎月新しい本を追加しております。新しい本
は随時 SNS にて紹介しております。みなさま、お誘い合わ
せの上、ぜひ立誠図書館へご来館くださいませ！

2019 年 10 月 8 日（火）
〈谷このみのお絵かきの会 vol.8
～レッツコラージュ！
貼ってあそぼう！～〉
ナビゲーター：谷このみさん

2019 年 11 月 1 日（金）
〈まなびや 2019 番組小学校設立
150 年記念事業 立誠小学校開校記念日
「番組小学校 150 周年について」〉
講師：長谷憲一郎さん（映像監督・
関西大学非常勤講師）

2019 年 10 月 25 日（金）

2019 年 10 月 27 日（日）

〈「聴竹居」発見と再生
「聴竹居」発見と再生〉
〉
講師：松隈章さん ( 株式会社竹中工
務店設計本部一級建築士）
主催：立誠図書館 / 立誠文化協議会 /
立誠社会福祉協議会 / 立誠誠寿会
協力：株式会社竹中工務店

〈RISSEI BOOK LAB
「好きな本をプレゼンせよ」〉
共催：ピエロ読書会

2019 年 11 月 6 日（水）

2019 年 11 月 12 日（火）

〈まなびや 2019 弁士付き無声映
画上映会「瀧の白糸」〉
弁士：ひさご亭遊花さん
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〈絵本ライブ vol.12〉
vol.12〉
ナビゲーター：「花田睦子の絵本のよ
みかたり講座」受講生のみなさん /
/ 朱雀野おはなしゆりかごさん

2019 年 11 月 12 日（火）

2019 年 11 月 24 日（日）

〈谷このみのお絵かきの会 vol.9 ～
かきかき、まきまき、
絵まきもの作り～〉
絵まきもの作り～
〉
ナビゲーター：谷このみさん

〈RISSEI BOOK LAB「好きな本
のフレーズを教えてください」〉
共催：ピエロ読書会

2019 年 12 月 10 日（火）
〈絵本ライブ vol.13〉
vol.13〉
ナビゲーター：渡邉訓子さん、
賀集弥須子さん、
野瀬弘琴さん、上田彩さん

2019 年 12 月 10 日（火）

2019 年 12 月 22 日（日）

2019 年 12 月 22 日（日）

〈谷このみのお絵かき会 vol.10
～冬の仲間のお面を作ろう～〉
～冬の仲間のお面を作ろう～
〉
ナビゲーター：谷このみさん

クリスマス特別企画
〈ビックリビッグな
サンタの靴下づくり〉
サンタの靴下づくり
〉
ナビゲーター：谷このみさん

〈合唱団西木屋町
クリスマスミニコンサート〉
クリスマスミニコンサート〉
歌：合唱団西木屋町さん

EVENT
INFO

2020 年 1 月 25 日〜 5 月 15 日までのイベントのご案内
全て入場無料

・谷このみのお絵かきの会

＊ 3 月〜 5 月は会場と開催日が異なります
〈vol.12〉2 月 11 日（火）12:00 開始 (13:00 終了予定 )
会場：立誠図書館
〈vol.13〉3 月 4 日（水）10:00 開始 (10:30 終了予定 )
〈vol.14〉4 月 1 日（水）10:00 開始 (10:30 終了予定 )
〈vol.15〉5 月 6 日（水・祝）10:00 開始 (10:30 終了予定 )
会場：新京極誓願寺〈仮〉
（京都府京都市中京区新京極桜之町 453）

・絵本ライブ ＊ 3 月〜 5 月は会場と開催日が異なります
〈vol.15〉2 月 11 日（火・祝）11:30 開演 (12:00 終演予定 )
会場：立誠図書館
ナビゲーター：花田睦子さん（えほん館）
【高校卒業後、証券会社に就職。1987 年に会社勤めを
しながら、絵本児童書・専門店「えほん館」を無店舗で
スタート。1991 年に伏見区で店舗を開店。1999 年に
西京区に移転。店舗営業 のほかに、絵本の素晴らしさ
や大切さを伝えるための講演会や販売会を実施。2012
年 9 月から嵯峨美術大学非 常勤講師】

内容：自由な発想でお絵かきやコラージュを楽しみましょう。
参加費：無料 ナビゲーター：谷このみさん

【1987 年 大阪府生まれ。京都在住。京都精華大学 デザイン学部 イ
ラストレーションコースを卒業。道後オンセナート 2018 出展。第
207 回 ザ・チョイス入選 長場雄氏審査。！？や心のなかのざわめき
を大切に、ふしぎな世界を描いています。
twitter / @tanikonomi instagram / @konomitani】

〈vol.16〉3 月 4 日（水）10:00 開演 (10:30 終演予定 )
〈vol.17〉4 月 1 日（水）10:00 開演 (10:30 終演予定 )
〈vol.18〉5 月 6 日（水・祝）10:00 開演 (10:30 終演予定 )
会場：新京極誓願寺〈仮〉
（京都府京都市中京区新京極桜之町 453）
内容：絵本の読みがたり。絵本で人と人、心と心をつなぎます。
参加費：無料
主催：一般社団法人文まち・二条かいわいまちづくり実行委員会・
中京区小学校ボランティアネットワーク

この他に様々なイベントを企画中です。イベント情報は随
時立誠図書館 SNS でお知らせいたします。「いいね」や
「フォロー」して最新情報をチェックしてください！
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BOOK DE まめ知識
ファ
まぼ
レンス
ろし の
第6回

レファレンスとは皆さんの「知りたい」にお答えするべく、必要な
資料を探すお手伝いをすることです。ここは新米図書館スタッフが
「もし、こんな質問があったら ? 」をテーマに立誠図書館の蔵書を使っ
て頑張って調べてみるコーナーです。

Q.

A.

「手ぬぐい」っていまいち何に使えば
いいかわかりません。

「手ぬぐい」はいざという時に、
とっても役に立ちます！

京都らしい図柄から現代的なものまで魅力的なデザインが豊富な手ぬぐいは、お土産や贈答品として人気があ
りますよね。みなさんはどのように使われていますか？手ふきや汗ふきとして、
それともインテリアとしてでしょ
うか？案外持て余している方もいらっしゃるのではないでしょうか？手ぬぐいはその便利さから、災害グッズと
しても有効活用できるので使い方を紹介します。
その前に、手ぬぐいの基礎知識をご紹介。奈良時代に祭礼の装
身具として使われたのがルーツと言われています。綿花の栽培が
盛んになった江戸時代以降は、手ふき・汗ふき・日よけ・砂よけ・
裂いて紐として代用したりなど庶民の生活必需品となりました。
縁が切りっぱなしのため乾きやすく、すぐに洗って繰り返し使え
る利点があります。
さらに浮世絵などで当時のまちの人々や俳優の様子を見ると、
頭や首に巻きつけた姿（図 1）がたくさん見られますが、巻き方
にも種類がありファッションアイテム（図 2）としても活躍して
いたようです。

（図 1）
では、災害時はどのように使いましょうか。

① マスク・帽子として巻くことでホコリや煙などから身体を守る
② 骨折・捻挫の固定、出血時の止血、やけどの保護など
③ 濡らして首にかけることで熱中症予防、
カイロを入れて巻くことで保温
④ オムツとして代用
もちろん、ハンカチやタオルとしても使えます。
手ぬぐいはいざという時にも大活躍することをぜひ覚えておいてくださいね！
（図 2）
（図1、
2）
著：歌川広重『江戸名勝図会及役者絵』 国立国会図書館デジタルコレクションより
【参考文献、
” 防災・災害” を知る本】
監：山村武彦 絵：YUU『みんなの防災えほん』PHP 研究所 2017
著：草野かおる 観：渡辺実『4 コマですぐわかるみんなの防災ハンドブック』 ディスカバー・トゥエンティワン
著：草野かおる 監修：木原実『おかあさんと子どものための防災＆非常時ごはんブック』
ディスカヴァー・トゥエンティワン 2014
協力：自衛隊、
防衛省 編：マガジンハウス『自衛隊防災BOOK』マガジンハウス 2018
著：いぬの防災を考える会『いぬとわたしの防災ハンドブック』パルコ出版 2016
著：ねこの防災を考える会『ねことわたしの防災ハンドブック』パルコ出版 2016
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2014

第3回

京 の本好きさん
星の数ほど（?!）ある本の中から読む本を選ぶことは至難の技。そこで〈京の本好きさん〉に本
をオススメしていただきました。このコーナーは本好きさんに、次回ご登場いただく本好きさん
をご紹介いただきリレー形式で本好きの輪を広げていきます！

今号の本好きさん

第3

回

Q 1 自己紹介をお願いします
山科区御陵で自家焙煎したコーヒーを販売している北村ゆかりです。オリジナ
ルブレンドをはじめ厳選した約 6 種類のコーヒーを 100g から販売しています。
またドリップバッグなどギフトにもぴったりな商品も取り扱っています。

Q 2 あなたにとって本とは何ですか？

たま茶

西山さん
からのバトン

店主

早朝でも夜中でも遊んでくれるいい友達。

Q 3 あなたの好きな本を教えてください
GARUDA COFFEE

北村ゆかりさん
西山さんからのメッセージ
コーヒー豆の味のバランス感と置いてある雑貨
たちのセンスが抜群です！！

野口晴哉『風邪の効用』 筑摩書房 2003
寒い季節になるとよく開く本です。風邪ってしんどいですけど、引いた
後ってたいてい体が整っている、リセットされている気がしませんか。
「風邪自体が治療行為なのではないか？」と説いたこの本は、自分の体
と心、生活を見つめ直すきっかけをくれる 1 冊です。

Q 4 記憶に残る読書体験、本にまつわるエピソードを教えてください
20 代の頃、職場退職時に詩集をプレゼントして頂いたのが記憶に残っています。実はその詩集を持っていたのです
が（若気の至りで素直に「すでに持っています」と言ってしまったことを後悔しています）好きな本ですし、うれし
くて 2 冊とも大切にしています。誰かを思って本を選ぶって、なんて素敵で大人なんだろうと感じました。月日は流
れましたが、自分がそういう大人になれているか自信はありません。もっともっと本に親しみたいと思うこの頃です。

Q 5 GARUDA COFFEE のオススメ商品を教えてください
どれもおすすめですが、いまの気分はタンザニア。質実剛健でどんなシーンにもあ
います。一本気な方からのご指名多しです。

オス
スメ

Q 6 あなたがもし京都でお土産を用意するなら何を用意しますか？
麩嘉さんの麩饅頭。どなたにも喜ばれます。笹の香りにうっとり。

GARUDA COFFEE
（ガルーダコーヒー）
住所：京都市山科区御陵別所町 11-11
営業時間 : 火曜 11：00 ～ 17：00 、木曜 13：00 ～ 17：00 ときどき土曜
Twiter：garudacoffee（営業確認はこちらで）
公式サイト：https://www.garuda-coffee.com
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＜タンザニア＞
第7号

（5 月 15 日発刊予定）
では北村さんに

ご紹介いただいた方が
登場いたします。
お楽しみに！！

お知らせ
複合施設工事に伴う長期閉館について
で立誠図書館及び TRAVELING COFFEE を一旦閉館させて頂きます。立誠図書館は複合施設内にて 2020 年夏頃（予定）に開館い
たします。閉館期間中も定期開催イベントの一部は会場を移し開催、機関紙『Page.3』、メールマガジンは継続発行いたします。

新施設やイベントに関する詳細は随時立誠図書館ホームページ、facebook、Instagram でお知らせいたします。どうぞ新しい複合
施設にご期待くださいませ。

立誠図書館サポーター 2019 年度更新・新規サポーターの募集
複合施設オープンに先駆けいち早く地域の歴史・文化を発信するため 2018 年 4 月 1 日より仮設にて開館した立誠図書館は本年いよ
いよ完成オープンいたします。図書館の活動・運営などを充実していくためには、多くの活動費を必要とします。多くの団体・個人
の皆様のご理解を賜り、財政的なご支援をいただくことがどうしても必要です。皆さまのご賛同とご入会を心よりお待ち申し上げて
おります。( いただいた会費については、すべて立誠図書館の費用に充当させていただきます。)

・特典

1. 立誠図書館 × ホホホ座三条大橋店 オリジナルコラボノート・しおりセット
2. 立誠図書館機関紙『Page.3』の送付（年 3 回予定）

Illustration by Gaku Nakagawa

3. メールマガジンにてイベントや本など立誠図書館の活動をご案内（毎月 1 日配信）
・年会費

＜表紙＞

企業サポーター：50,000 円 / 団体サポーター：5,000 円 / 個人サポーター：3,000 円
＊ 2019 年度会員の有効期限は 2019 年 10 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日までです。
・立誠図書館サポーターのお申し込み
ファックス等でお申し込みください。

＜中面＞

＜しおり＞

「Page.3」とは
「Page.3」は人・本・地域をつなぐ立誠図書館の機関誌です。
「元京都市立・立誠小学校跡地活用計画」の合意によりホールや図書館、立誠ガーデンなどを備えた複合施設（2020 年完成予定）として
生まれ変わることとなった立誠小学校。1928（昭和 3）年に開校し、1993（平成 5）年の閉校後も地元主催の行事や文化発信の場として、
人と文化が集う場所として親しまれてきました。また、映画の原型である「シネマトグラフ」の日本初の試写実験が行われた映画と縁の
深い地でもあります。
そんな立誠小学校のあゆみを本のページにみたて、小学校時代を 1 ページ、閉校後を 2 ページ、新施設への転換期の現在を 3 ページ
としました。立誠小学校の新たな 1 ページのはじまりにご期待ください !

ご利用の案内

立誠図書館へのアクセス
立誠図書館へのアクセス
三条通

川端通

鴨 川

図書館
ボックス

木屋町通

高瀬川

︵元・立誠小学校︶

立誠図書館

河原町通

蛸薬師通
図書館
ボックス

図書館
ボックス

立誠図書館
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河原町駅

祇園四条駅

四条通

※「page.3」では広告を募集中です。お気軽にお問い合わせください。

三条駅

開館時間：月曜日〜日曜日 11：00 〜 20：00
＊図書、雑誌、新聞の複写サービスは 11：00 〜 19：00 まで
休館日：不定休
お問合せ：TEL：075-585-5561 FAX：075-585-5562
MAIL：info@bunmachi.org
公式サイト：https://www.bunmachi.org
所在地：京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町 310-2
アクセス：阪急電車「河原町駅」1 番出口より徒歩 3 分
京阪電車「祇園四条駅」4 番出口より徒歩 5 分

発行日：2020 年 1 月 25 日
発行：立誠図書館 / 企画・編集：栗山 万葉
編集：岡見 弘道 石橋 美樹 普照 大督 / デザイン：株式会社 KYO+

2018 年 3 月より進めております元・立誠小学校跡地を活用した複合施設に向けた耐震・建て替え工事の為、2 月 14 日 ( 金、20 時閉館 )

