
 

第31期第５回横浜市社会教育委員会議 

 

日時：平成27年11月20日（金）午前10時から正午まで 

場所：横浜市中央図書館 ５階第一会議室 

 

《 次 第 》 

 

１ 開会 

 

 

２ 議事録の確認について 

 

 

３ 議題 

(1) 第31期横浜市社会教育委員会議の提言作成に向けて（骨子案） 

 

◇別添（資料１）参照 

 

 

 

(2) 協議内容（意見交換） 
 

 
 

 

４ その他 

  今後のスケジュール 別添（資料２）参照 

 

 

５ 閉会 
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第 31 期横浜市社会教育委員会議の提言作成に向けて（骨子案） 

 
 

 
第 31 期横浜市社会教育委員会議 

 
【協議テーマ】 

「読書」を介したコミュニティづくりについて 
～「読む」、「知る」から「語る」「つながる」へ～ 

 
【協議内容】 

（１）子どもから大人まで読書活動を効果的に推進するための具体的取組について 

（２）「読書」を通じたコミュニティ形成の可能性について 
（３）地域全体で読書活動を推進するために行政が果たすべき役割について 
 

 

１ はじめに 

（例） 

 「協議テーマ設定の背景など」  

横浜市では、「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」が平成 25 年６月に制定

され、平成 26 年４月に施行されました。 

それに伴い、子どもから大人まで広く市民の読書活動を支えるための環境を整え、

読書活動を推進するため、平成26年３月に「横浜市民読書活動推進計画」を策定し

ました。今後、地域全体での読書活動の推進を通じ、読書環境が整備されるととも

に、人と人とのネットワークが進み、コミュニティが活性化されることも期待され

ています。そこで、読書活動の推進を通じて人と人とが語り合い、つながることを

促していくためには、どのような「場」や「仕組み」が必要か、行政としてどのよ

うな役割を果たすべきかなどについて議論を行います。 

  

２ 協議内容 

（１）子どもから大人まで読書活動を効果的に推進するための具体的取組について 

（例）「横浜読書百貨展」などの事例紹介 

   ・平成 26 年度・「横浜読書百貨展」の取組事例と成果と課題について 

   ・平成 27 年度・「横浜読書百貨展」の取組事例と成果と課題について  

 

（２）「読書」を通じたコミュニティ形成の可能性について 

 

   ア 読書活動の先進的取組事例ヒアリング事例（資料等含む）  

いか文庫、ＭＡＭＥＢＯＯＫＳ（マメブックス）、まちライブラリー、アーキシ 

ップライブラリー＆カフェ、ＫＵＲＩＢＯＯＫＳ（横浜読書会）などの取組 

                



 

 
 

イ コミュニティ形成の可能性を探る  

    

◇各委員からのご意見 

 

～コミュニティ形成の可能性を考えるためのプロセス～ 

 

◎自分自身の読書の経験→自分自身のメッセージや思いが生まれる→ 

① 他者に語る→②メッセージや思いが共有される→③文化の共有をとおしたつながり

が生まれる→④生活の中に豊かさ（文化）が生まれるというプロセスで考えてみる 

 

（議論の論点） 

① に関して 

自分が自由に語れる「居場所」をどうしたらつくれるか 

・行政施策の場合 

・市民による取組みの場合 

 

② 及び③に関して 

他者のメッセージや思いが共有されるようにするには、どうしたらよいか 

・行政施策の場合 

・市民による取組みの場合 

 

④ に関して 

他者からもらった（共有した）メッセージや思いをどのように自分の生活に取り入

れるか 

・市民による取組みの場合 

 

（３）地域全体で読書活動を推進するために行政が果たすべき役割について 

ア 横浜で取り組んでいく具体的な内容（まちライブラリーの取組も参考に） 

◇各委員からのご意見 

 

   イ 行政が果たすべき役割 

 

◇各委員からのご意見 

  

３ まとめ 

資料１ 



 
 

今後の会議スケジュール 

 
全８回（任期：平成 26 年 10 月 15 日から平成 28 年 10 月 14 日まで） 

回 時 期 内 容 

 

第１回 

 

平成 26 年 10 月 31 日（金） 

午後３時～午後５時 

第31期社会教育委員会議発足委員委嘱 

協議テーマの概要説明 

※神奈川県社会教育委員連絡協議会等への参加について 

第２回 平成 27 年３月 12 日（木） 

午前 10 時～正午 

読書活動の先進的取組事例ヒアリング 

「いか文庫」、「ＭＡＭＥＢＯＯＫＳ」 

第３回 平成 27 年５月 29 日（金） 

午前 10 時～正午 

読書活動の先進的取組事例ヒアリング 

「まちライブラリー」 

第４回 平成 27 年８月 7日（金） 

午前 10 時～正午 

読書活動の先進的取組事例ヒアリング 

「アーキシップライブラリー＆カフェ」、「横

浜読書会・ＫＵＲＩＢＯＯＫＳ」 

第５回 平成 27 年 11 月 20 日（金） 

午前 10 時～正午 

協議内容の議論 

提言・骨子案作成について 

第６回 平成 28 年２～３月（予定） 協議内容の議論 

提言・たたき台作成について 

第７回 平成 28 年 ５～６月（予

定） 

協議内容の議論 

提言・全体調整について 

第８回 平成 28 年 ６～７月（予

定） 

提言・全体確認 

閉会 

 

資 料 ２ 



第 31期横浜市社会教育委員会議 

読書活動における先進的取組事例ヒアリング先 概要 

 

１ 名称 いか文庫 

 

２ 代表者 店主 粕川ゆき 氏 

３ 経緯 

・2012年３月、お店も本も持たない「エア本屋」を設立。 

・同年６月「いか文庫新聞第１号」の発行、イベント「イカナイト」

の初開催。そういった活動がきっかけとなり、紀伊國屋書店新宿本

店で「いか文庫フェア」（毎回異なるタイトルに沿った本をセレク

ト）を開催する。 

・その後も様々な書店でフェアを開催するほか、ＰＯＰづくりワー

クショップなども開催している。 

４ 
活動を始めた

きっかけ、想い 

「自分で本屋をやるなら？」という何気ない会話がきっかけ。 

本や本に関わる物事、そして本屋の楽しさをたくさんの方々に知

ってもらいたい。そして、「いか文庫」が、普段本を読まない人が、

本屋に行くきっかけ、本を読むきっかけになったり、「いか文庫」

を通して、人と人が繋がるきっかけになってくれたらという想いで

活動している。 

５ 主な活動内容 

・フリーペーパー「いか文庫新聞」の発行 

・オリジナルグッズ製作（トートバッグやロゴバッジなど） 

・繋がりのある書店でフェアやイベントを開催 

・本と音楽にまつわるライブイベント「本音のフェス」を開催 

・ＰＯＰづくりワークショップの開催 

６ 特徴 

・「エア本屋」で、売る本もお店もないが、まるでどこかに存在す

るように毎日ツイッターなどでつぶやいている。 

・フェイスブックやツイッターが情報の発信源。 

・書店員の仲間や音楽関係、アート関係の人達と一緒に、ライブハ

ウスで「リアルな本屋」を開店したり、活動をする中で、その分野

が得意な友人や知り合いを巻き込んで、活動内容も広がっている。 

 

資料３ 



第 31期横浜市社会教育委員会議 

読書活動における先進的取組事例ヒアリング先 概要 

 

１ 名称 ＭＡＭＥＢＯＯＫＳ 

 

２ 代表者 店主 峰尾亮平 氏 

３ 経緯 

・2010年、「散歩する移動式古書店」としてスタート。 

・2014年５月、横浜妙蓮寺にて週末限定の実店舗（本屋＋カフェ）

営業を開始（同年 11月閉店）。 

・現在も、音楽関係のイベントを中心に、「移動式古書店」として

出店している。今までに 200以上の場所で出店。 

４ 
活動を始めた

きっかけ、想い 

元々取り組んでいた音楽関係のイベントに、「自分の好きな本・

読んだことのある本」を出店してみたことがきっかけ。「好きな本

を誰かと分かち合いたい」という想いから、活動を始める。 

「本を読む」という「体験」を共有すること、本をきっかけとし

た会話と人と人との繋がりを大切に、活動を続けている。 

５ 主な活動内容 

・主に音楽イベントなどにその催しのテーマに沿う本を選んで 100

冊から 200冊程度持ち込み、会話をしながら販売。 

・現在では、知り合いの知り合いなど、色々な方からイベントに呼

ばれるようになった。 

６ 特徴 

・「自分の好きな本、読んだことのある本」だけをセレクトしてい

る。 

・「会話」をしながら本を販売するという姿勢を貫いている。 

・「本」には人と人とをつなぐパワーがあるという思いから、声の

かかったイベントへの出店を続けている。 

 

資料４ 



第 31期横浜市社会教育委員会議 

読書活動における先進的取組事例ヒアリング先 概要 

 

１ 名称 一般社団法人まちライブラリー 

２ 代表者 
代表理事 礒井純充 氏 

（一般財団法人 森記念財団 普及啓発部長） 

３ 経緯 

・2011年４月、「まちライブラリー」（※）を提唱 

・同年 10 月、「ＩＳまちライブラリー」（※）などを設置し始める。 

・2013年４月、「まちライブラリー＠大阪府立大学」設立。蔵書ゼ

ロ冊からの図書館として新聞などでも紹介 

・その他にも個人宅、オフィス、カフェ、寺院など様々な場所にま

ちライブラリーの設立支援をしている。 

※１メッセージを付けた本を持ち寄り、まちのあちこちに小さな図

書館（まちライブラリー）をつくり、人と出会おうという活動 

※２まちライブラリーの入っているビルの名前がＩＳビル。 

ビルの名前は「ＩＳＯＩ」をもじってＩＳビルとなっている。 

４ 
活動を始めた

きっかけ、想い 

人と触れ合って、いろいろなことを学び合う機会を持ちたい。

場所が無くても、本を購入しなくてもみんなで持ち寄ればいい、資

金の問題ではないと言う想いで始まった。 

まちライブラリー提唱当初は「まち塾＠まちライブラリー」と

いう名称であり、ソフトとハード両方が必要という思いから名づけ

られている。「まち塾」は学びあう機会、触発される仕組み、「まち

ライブラリー」は学びあう場所を意味する。 

５ 主な活動内容 

・メッセージを付けた本を持ち寄り、まちのあちこちに小さな図書

館（まちライブラリー）をつくり、人と出会おうという活動 

・まちライブラリーでの各種イベント開催 

 例：ワークショップ、読み聞かせ、語り合いなど 

６ 特徴 

・どこでも、誰でも、いつでも始められる。 

・本を通じて人と出会うことにより、各場所で顔の見える関係を生

み出そうとしている。 

 

資料５ 



第 31期横浜市社会教育委員会議 

読書活動における先進的取組事例ヒアリング先 概要 

 

１ 名称 アーキシップライブラリー＆カフェ 

 

２ 代表者 
株式会社飯田善彦建築工房 

建築家 飯田 善彦 氏 

３ 経緯 

・事務所拡張に際してアーツコミッション・ヨコハマ（公益財団法

人横浜市芸術文化振興財団）より路面店に使える物件を紹介さ

れ、2011年 12月に吉田町へ移転した 

・開店準備期間を経て 2012 年４月より自身の設計事務所に併設す

るかたちでアーキシップライブラリー＆カフェをオープン。 

・１F はブックカフェ（平日午前中などは事務所の打合せスペー

ス）、２Fは設計事務所 

４ 
活動を始めた

きっかけ、想い 

学生の頃から買い集めてきた大量の本をどう活用するかなどを

考えていた時、あるデザイナーが自分の事務所の一部を提供し、普

段使っている本をお客さんに見せているカフェと出会って閃いた。

また、東日本大震災を契機に、地域コミュニティとの連携について

考えさせられ、自分の設計事務所を活用して地域との連携ができな

いかと考えた結果、ライブラリー＆カフェで実践してみようと考え

た。 

５ 主な活動内容 

・建築・アート系の書籍、約 3500冊の公開 

・ドリンクメニューの提供 

（カフェの営業時間） 

火～金曜日：13～18時、土曜日：12～18時 

・レクチャー、骨董市、映画上映などの自主企画イベント 

・イベントスペースとしての貸出 

６ 特徴 

・１階のブックカフェ部分の天井は高く、また通りに面している部

分は全面ガラス張りのため開放感にあふれている。 

・イベントスペースは、建築関連に関わらず、映画上映、骨董市、

ワークショップ、ギャラリー、コンサートなどを開催しており、

様々な人にひらかれた場所になることを目指している。 

 

資料６ 



第 31期横浜市社会教育委員会議 

読書活動における先進的取組事例ヒアリング先 概要 

 

１ 名称 横浜読書会・ＫＵＲＩＢＯＯＫＳ 

 ２ 代表者 佐藤 久理 氏 

３ 経緯 

・2014 年２月 第１回読書会をアーキシップライブラリー＆カフ

ェにて開催。その後ほぼ月に１回ペースで継続しており、現在ま

でに 18回開催している。 

・2015 年５月～ 横浜ベイクォーターにあるカフェで「朝の横浜

読書会」を毎月１回開催 

・2015 年６月～ カフェレストランで「女子の横浜読書会」をス

タート 

４ 
活動を始めた

きっかけ、想い 

「本を通じて気楽に楽しく参加できる交流会」として本好きの人

たちと良書を伝えあう楽しい場としてスタート。 

プレゼンの優越を競ったり、議論したりするような場ではなく、

本を通して、参加者と「新たな気付き」を共有できる場をつくりた

いとの思いから始めた。 

５ 主な活動内容 

・毎回１つ課題を設け、それに関する本を１人１冊以上持ち寄り、

参加者同士が紹介しあう。「その本を読むきっかけ」、「心に響い

た箇所」など自由に発表をする。 

・募集定員は毎回 10 名前後の規模で、会員制ではなく、毎回ホー

ムページによる申込制としている。 

６ 特徴 

・「知的好奇心をくすぐる面白い本と出会える場」をコンセプトに

活動を続ける。 

・初めての人でも参加しやすく、たまたまカフェで読書していた人

も飛び入り参加するほどアットホームな雰囲気で、学生・社会

人・自営業・主婦など毎回さまざまな方が参加できる読書会であ

る。 
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