特 集

本 屋 が 楽 し い
ま ち が 楽 し い！

日本各地の本屋さんに変化が起きている。
本屋さんの数はこの10年で17,282店から12,803店に減少＊したが、
本や雑誌を販売するだけでなく、
暮らしの雑貨を並べたり、
イベントを開催したり、
落ち着くカフェを併設したり……。
人が集まる、
わくわくする、
さまざまな試みをしている。
高知の山の上にある「うずまき舎」
（48ページに掲載）
。店内は書店とい
うより、ちょっとした読書家の書斎とい
（撮影：門田幹也）
った風情だ。
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地域文化発信のリアルな拠点として、
本の魅力を伝え、
人と人をつなげる本屋さんを訪ねた。
なん だ ろうあやしげ

企画協力 ● 南 陀 楼 綾 繁（ライター・編集者）
＊登録書店数：一般社団法人出版インフラセンター（2019 年 6月19日作成より）
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井

今井書店グループ
相談役

伸

和

店があったのが米子市尾高町で、長ら

兼文は、人の命と同じように大事な

取と岡山は同じ池田家で関係が深いん

に遊学します。そこでシーボルトがつ

ものとして、教育や知識を捉えていた

く今井書店の本店がありました。

くった鳴滝塾に入るんです。兼文が入

んだと思います。１８８４年には本屋

です。兼文は医学を学ぶために、長崎

に鳥取県米子で創業して、現在は山陰
ったときにはシーボルトが一時帰国し

の隣で活版印刷所をはじめています。

南陀楼綾繁（ライター・編集者）

そして、
作家、
版元、
編集者、
デザイナー、
印刷所、
取次、
書店、
図書館、
読者。
すべての垣根を取り払った「本の学校」の思想は、
今も引き継がれる。
ろ う あ や し げ
だ
な ん

永井さんが生まれたのは１９４２
年（昭和 ）ですね。

―

父、永井凖の復員と
文人社のはじまり

江の今井書店を継ぎます。

た。次女弘子と結婚した田江武彦は松

ぎ、鳥取県の教科書販売を改組しまし

永井凖です。父は米子の今井書店を継

長女の寿々子と結婚したのが私の父の

聞き手●

特集インタビュー

永

山陰の「陰」と「光」が
今井書店の原点

で一番大きな書店チェーンです。ここ
た後だったので、直接教えを受けては

初代のあと、二代目の今井兼文は初

今井書店は１８７２年（明治５）

まで続いてきた理由はなんでしょう？
いないのですが。兼文はそこで蘭学を

代の娘と結婚し養子になりました。こ

―

永井 山陰という地であったからでし
通じて、世界を見たんですね。長崎で

いわ み

ょうね。山陰は鳥取県と島根県、旧藩
いず も

の二代目が、１９１

ほ う き

でいうと因幡、伯耆、出雲、石見とい

０年に松江に今井書

永井伸和さんが発想し、
推し進めた地域文庫や市民図書館運動。

つてゐます、バスも電車もハイヤーも

も出ようし、まんざらでない仕事も、

合いテクつてゐるうちには狂歌の一つ

です。ものの分かつた連中です、語り

毛をやるのも、一つの方法だと思ふの

かういふ道づれがしゃべりながら膝栗

は文人として知られています。佐々木

四代目が永井さんのお父さんです

上村松園にも師事しました。

馬車も、それぞれに結構です、しかし

「文化といふ大道には色々な乗物が通

んなのです。

心します。その一節を紹介すると、こ

人社申合せのこと」はいま読んでも感

る、小さな空間を提供しました。
「文

彫刻家などの文化人が集まって交流す

てきたり、疎開してきた作家や画家、

リーをつくったんです。戦争から帰っ

装して、文人社というサロン兼ギャラ

父は復員してから、米子の本店を改

疎開していた農村部で育ちました。

永井 私は父の出征中に生まれ、母が

17

いな ば

う地域で形成されています。でも、山

山陰から
本の世界を見つめて
信綱門下の歌人であり、日本画を学び、

三代兼文の妻の康子は、この地域で

理解しやすい。

は女性の目で見ると

ら、今井書店の歴史

系なんですね。だか

ょうね。今井家は女

は適性を見たんでし

えて養子をとったの

の男子がいても、あ

じく養子です。直系

三代目の兼文も同

店を開設します。

話なんて、その典型でしょう。
だ いせ ん

は活版印刷の祖である本木昌造とも出

その後、鳥取藩に召し抱えられ、米

松江藩で松平不昧公が盛んにした茶の

と陰のコントラストが生かされていま

子組儒医として仕えながら、私塾を開

会っています。

す。
「陰」の醸し出すものを大事にし

―

永井 三代今井兼文の長男・今井彰は

か？
のなか、教育が大事だと考え、今井郁

島根県の教科書販売を担当しました。

明治維新になると、学制頒布の機運

いていました。
か ねふ み

な人物でしたか？

文堂として本屋を開業しました。その

創業者の初代今井兼文さんはどん

永井 今井兼文は岡山の出身です。鳥

―

てきた土地だと言えます。

湯の文化は、茶室という狭い空間に光

ふ まい

もうひとつは、山陰の「陰」です。

思います。

わらずに活動ができている点があると

あります。だから、あまり県境にこだ

年間、島根県に併合されていた時期も

な気風が町にあったり、明治期には５

江戸時代は鳥取藩が家老に任せた自由

抱かれ、山陰の中央にある土地です。

それと米子は日本海と大山、中海に

な かう み

陰の人は争いを好まない。国譲りの神
米子市新開にある「本の学校 今井
ブックセンター」の2 階には今井書店
の古い資料が残されている。
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本 屋 が 楽 し い
ま ち が 楽 し い！
インタビュー

撮影●河原朝子

米子市

本の学校 今井ブックセンター

なっているマンガ『ヒマチの嬢王』が

た、レジ前のワゴンには、最近話題に

並び、地域ごとの本もよくそろう。ま

ルなんもしない人のなんもしなかった

んだ本〞なども。取材時には『レンタ

ナル全点〞〝社会学者・岸政彦さんが選

フェアには、
〝パイ インターナショ

真２）だ。葉っぱの形をしたコメント

が、「本の森プロジェクト」
コーナー
（写

まの声を取り入れたい」と設置したの

「地域に根差した書店として、お客さ

昔から今井書店に通う人が、変わら

コメントを読みに来店してくださるお

が書くコメントがすごくいいんです。

マ

鳥取市

「山陰の本」という棚では、境港市出

ジャンルまんべんなくそろえている。

ニューアルし、６００坪となった。各

クな品ぞろえだった。２０１２年にリ

山陰の
知の世界がここにある
米子市の郊外にある本の学校 今井
ブックセンターは、１９９５年（平成
７）にオープン。市内にあった文芸書
専門店の在庫を引き継ぐなど、ユニー

積まれていた。作者は鳥取県出身の茅
話』（晶文社）に合わせて、働き方など

カードに、お客さんが勧める本を書い

週に数回来店してこの棚をつくってい

原クレセ。かつて賑やかだった米子市
の本を並べる〝なんもしない人〞フェ

て箱に入れると、スタッフが本を探し

を増やそうとしています」

の歓楽街を再興させようとするストー
アが開催中だった。

てコーナーに並べる。
「この表紙がす

身の水木しげるに関する本がずらりと

リーで、意外にもサラリーマン層に人
「ここに来たら何かあるというお客さ

ずひいきにしていることもあり、他の

客さまもいます」と髙木さん。

また、
「はまミス」は、ミステリー・

シ

育てようとしているのだ。

てを支援するとともに、将来の読者を

えられてきた。今度は今井書店が子育

今井書店はこれまで地域の読者に支

の軸になるのが、絵本だという。

の子育ても支援するのが目的だ。保育

ープの従業員の子育てとともに、地域

ほいくえん」を開所する予定だ。グル

２０２０年１月には松江市内に「本の

また、塾や英会話教室などにも進出。

フェアを行うなどの取り組みもある。

米子を舞台にキャバ嬢がまちを変え
る大人気コミック『ヒマチの嬢王』。

るというのが面白い。

気があるのだという。

ごい」などのテーマに合わせて選んで

営業本部店売部の髙木善祥さんが、

書店ではあまり動かない文芸誌もここ

もらうこともある。
「小さなお子さん

「この店のヘソ」だと言うのは、店内

ではよく売れる。海外文学や韓国文学

しています」と髙木さん。

中央にある「本の泉」と呼ぶ円柱状の

のコーナーにもファンがいる。

円柱の書棚
「本の泉 」に広がる世界

スペース（ ページ写真）
。外側と内
側で複数のフェアが行われている。

ホラー好きの女性店員、浜崎広江さん

書店グループのまちラボが運営する暮

地域の子育てを支援する
新しい取り組み

「全面でひとつのフェアを展開するこ

が、自分で本を選びＰＯＰも書いて並

らしの雑貨とカフェの店「ＳＨＩＭＡ

昨年春にリニューアルを行い、今井

とも、区切って複数のフェアを行うこ

べる棚で、ここを目指して通う客もい

は まさ き

ともできます。本の表紙を見せること

リ

本の学校今井ブックセンター
今井書店 本の学校今井ブックセンター

ト

撮影●河原朝子

今井ブックセンター

ＴＯＲＩ」が、店全体の４分の１に入

米子駅

まの期待に応えるように、展示を工夫

2

る。浜崎さん自身は別の店舗に勤務し、

日本海

った。業界に共通する書籍・雑誌の売
り上げ低下と、雑貨事業の成長を見越

公園前の小さな本屋
みつけどり
汽水空港
人口●555,899人（2019年9月1日）
登録書店数●68店（2019年6月19日）

定有堂書店
湯梨浜町
米子市
米子市新開2 - 3 - 10
営業時間●10：00～22：00
定休日●なし
TEL●0859 - 31- 5000

しての決断だった。
「本の点数を減らすことになりました
が、雑貨を置くことで児童書のように
売れ行きが伸びる分野もありました」
今井書店グループは現在 店舗。商

だ

な ん

県
取
鳥

ろ う あ や し げ

南陀楼綾繁
取材・文●
今井書店本の学校

［ 鳥 取 県］米子市・湯梨浜町・鳥取市
品管理部が中心となり、全店で出版社

線

1号
線
43
境

髙木さんに店内を案内してもらった。
「本の泉」の内側では南阿沙美写真集『島根のOL』の写真展を開催。この写真集は今ブレイクしている。
1 「SHIMATORI」には、暮らしの道
具や山陰のいいものが置いてある。
2 地域の読者からのおすすめの一冊
を紹介する「本の森プロジェクト」。
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「山陰には今井書店があるから、
うらやましい」
東京で仕事をするようになって、
何度も聞いた言葉だ。
米子空港駅

19

で、お客さまに手に取ってもらう機会

1

鳥取や島根出身者はみな、
今井書店で知の世界に触れて育つ。
そして今、
鳥取にはユニークな本屋が増えている。
米子から湯梨浜町、
そして鳥取市。本屋を目指し東に向かう。
JR 山 陰 本 線

変わった本屋に
ユニークな書店員
本が幸せな場所
24

国道
JR

中海

本 屋 が 楽 し い
ま ち が 楽 し い！
鳥取県

県
知
高

人口●699,522人（2019年6月1日）
登録書店数●81軒（2019年6月15日）

高知の県民性を現す面白い数字がある。
１世帯当たりの雑誌や本の購入費の県別ランキングでは長野、
東京に次いで３位。

金高堂書店本店

高知市

金高堂本店

本を求めて山に登る
人が流れ、
まちができる
香美市
高知市

写真提供●金高堂、
高知 蔦屋書店
撮影●門田幹也

たのですが、かといってどうすればい
いのかと」
そうこうしているうちに、２０１３
年に冨士書房、 年に片桐書店と、中
心街で長く愛された老舗書店が閉店。

う存在として知られた人物だったが、

しかし、わずかな望みもあった。帯

理恵さんも「何かしなければもうダメ
高知県は、土佐二十四万石の城下町
２０１１年７月に急逝、現在は娘婿の

かもしれない」と思い始めていた。

である高知市にあらゆる機能が集中し、

屋町商店街に隣接する追手前小学校跡
に巨大な図書館「オーテピア」が完成

チェントロ」に移転、売り場面積は２

ッパーズ高知跡地に完成した「帯屋町

ルから指呼の間にある、ダイエーショ

民に親しまれた間口の狭い５階建てビ

本店は２０１５年、長きにわたり県

転を決断しました。新しい店で心機一

後のチャンス、逃してはいけないと移

とお声掛けいただき、これは本当に最

階は文化発信力のある金高堂さんに、

跡地にチェントロ建設の話が出て、１

その頃、長い間空き地だったダイエー

これはいけると思いました。ちょうど

「図書館に来る人は本が好きなはず。

「まちの人に旬の情報を発信し続ける

日々奮闘してきたからこその運なのだ。

店を文化と情報の発信基地にしたいと

本屋をやり続けるという矜持と、この

彼女の中にある、
「おまち」でリアル

堂は単に運に恵まれただけではない。

論見は見事に当たったわけだが、金高

化が現れたというから、亥角さんの目

としては最大手である。

２０坪（旧店の約１・５倍）になった。

２０１５年８月８日、帯屋町のど真

ェアをやっているし、本屋にはネット

って帰ってもらいたい。常に何かのフ

来店して置いてあるチラシ一枚でも持

わせでもなんでもいいので、とにかく

店でありたいと思っています。待ち合

店長の理絵さんは言う。
「元気だった先代が急逝して、本当に
どうしようかと思っていました。畑違
いの仕事をしていた夫が後を継いで社
長になり、私が店の先頭に立つしかな

えたまちなかでの書店経営はとても厳

いと腹を括ったものの、人通りが途絶

やっと灯りが見えてきた瞬間だった。

にわたり閑散としていた「おまち」に、

ん中に金高堂本店がオープン。約 年

アで見かけた本がほしいと言われたが、

あるお客さんから、以前に店内フェ

にはない出会いがありますよ」

しい。店も古くて３フロアに分かれ、

書名も著者もわからない。散々探した

く

店を、通りを
みんなで使う

転、皆でもう一回頑張ってみようと」

業員数は約 人、純粋な県内資本書店

本店以外に県内に６店舗を持ち、全従

い すみ

亥角政春さんが社長を務め、妻の理絵

地に高知県・高知市合築の大型図書館

集中型の過疎県である。その高知市の
中でも、帯屋町商店街を核とした中心
街を県民は愛着とある種の郷愁をもっ
て「おまち」と呼ぶ。しかしここ数十
年で郊外型店舗が増え、次第に「おま
ち」に人が集まらなくなった。
その「おまち」で、必死に孤塁を守
っている老舗書店がある。帯屋町商店
き んこ うど う

街にある金高堂本店である。
金高堂は１９５２年（昭和 ）に高
知市で創業された。二代目の吉村浩二
氏は高知市文化振興事業団の理事長を
務めるなど高知文化の育成・振興を担

14

そして 年７月、帯屋町商店街の北側

10

27

入り口には土佐の本が並んでいる。
金高堂書店本店の上半期売上ベス
トテンでは樹木希林の本に挟まれて
の2 位は高知本『マッチと街』。

70

県人口の半分が暮らす、典型的な一極
さん（吉村氏の次女）が取締役兼本店

金高堂本店の企画棚では、
『マッチと街―マ
ッチがあった頃、高知の街はずっと元気であ
った。』
（発行 :「マッチと街」出版委員会）
を全面展開中。柱には収集されたマッチラベ
ルが飾られている。

した。すると、
「へえー、こんなに」

Rie Isumi

ができることが２０１０年に発表され、

金高堂書店創業者の孫。
22歳の時に入社。2011年に本店店長となる。
取り戻したまちの賑わいをさらに増そうと、
商店主が講師となって無料でプロの技を伝える
「得するまちゼミナール」
（通称:まちゼミ）
の
実行委員でもある。

店長として陣頭に立つ。金高堂は現在、

取材・文●松岡周平

というぐらい目に見えて売り上げに変

少ない収入を本と酒につぎ込む土佐っ子の、
本屋へ向かう足取りを追いかけた。

年から建設が始まっていたのだ。

中心街のおまち で
孤塁を守る

うずまき舎

［ 高 知 県］高知市・香美市
蔦屋書店
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14

飲酒費用は堂々の１位。働く女性は多いが、
年収や最低賃金に相関する
自治体の自主財源比率は全国最下位（２０１５年）
。
お客さんにも不便で使い勝手も悪かっ

18

本 屋 が 楽 し い
ま ち が 楽 し い！
高知県

熊本市

長崎書店

震災から３年。復興が進む熊本のまちで、
兄弟のように長い時を歩んできた長崎書店と長崎次郎書店、
ひとりで営む小さな場所からさまざまな発信をする橙書店、
稀覯書を扱い全国に顧客を持つ舒文堂河島書店、
それぞれの店とまちとの関わりを聞いた。

には路面電車が走っている。
しも

毎日触っているうちに、本が好きにな

２００１年に入社して、入荷する本を

どもの頃はマンガばかり読んでいたが、

どうれしかった」という長﨑さん。子

であることが「ちょっと恥ずかしいけ

家業が地元の誰もが知っている本屋

知りました」と担当の石川龍一さんは

読むうちに、このジャンルの面白さを

ともあって、心の健康についての本を

されている。
「私自身、身体が弱いこ

イト」などのキーワードで細かく分類

「精神世界」の棚だ。
「悟り」「ソウルメ

一番奥で異彩を放つのが４ 本ある

トークイベントを開催するきっかけに

る著名な方たちと知り合って展覧会や

こしにつながるとともに、熊本に関わ

反響が大きかったです。既刊の掘り起

「地元の人が勧めた本ということで、

開催中に２０００冊も売れたという。

１００人が一冊の文庫を選ぶフェアで、

ｋｏ 」だ。熊 本 在 住 も し く は 出 身 の

った。創業１２０周年を機に代表取締

言う。毎日のように通い、この棚の前

文庫など基本となる商品をきちんと提

「まちの本屋として、雑誌、コミック、

心地のいい空間をめざした。

「読書アドバイザー養成講座」
を受講し、

ＩＣ（出版文化産業振興財団）主催の

育てるために、本棚担当者全員がＪ Ｐ

丁寧に感じよく接客できるスタッフを

それぞれの棚を担当するとともに、

から関り、商店街、熊本市現代美術館、

通商店街で開催。長﨑さんが企画発案

の漫画家・江口寿史さんの展覧会を上

とが縁となり、 年秋には水俣市出身

このとき選書に参加してもらったこ

とを感じてもらう棚づくりを心掛けま

を軸に、熊本の本屋ならではというこ

に会って人脈を広げるように言ってい

「上京する機会に、出版社の人や著者

本や読書について学ぶ。

ミュニケーションが生まれた。その経

集者など出版物に関わる人たちとのコ

「本屋という仕事を通じて、著者、編

テレビ局に呼びかけて実現させた。

その言葉通り、正面入り口の右側に

した」と長﨑さん。

ます。それが仕入れやフェアなどの企

験を地域のために提供できたことがう

たりして、まんべんなくそろっている。

取次を使ったり、著者から持ち込まれ

ギャラリーの展示、３階ホールでのト

画し、店内の何カ所かでフェアを行い、

そうやって力をつけたスタッフが企

本震の３日後には、客が入れないエリ

この年の４月には熊本地震が発生。

は郷土関係の棚が４本もある。県内の

ことに水俣に関する棚には、どっしり

アを一部残して再開した。

フが本を取りに行きました。通常営業

「棚付近など危険な場所には、スタッ

ークイベントと広がっていく。

とした厚みを感じる。
人文書の品ぞろえにも定評がある。
新刊情報をキャッチして、いち早く仕

長崎書店が築いてきた地元の人たち

日常が戻ってきたという実感がありま

に棚を眺めていたのが印象的でした。

に戻ったとき、お客さまがうれしそう
ニューアル後はライフスタイルについ

との縁をかたちにしたのが、２０１０

震災後にさらに深まる
地域とのつながり

ての本を充実させたことで、暮らしに

した。レジには行列ができ、避難所で

関心の強い女性客が増えている。

年から３回開催した「Ｌａ ！ Ｂｕｎ

入れ、きちんと並べて売る。また、リ

れしかったです」

画につながることも多いです」

ニューアルし、ギャラリーを併設、居

供するとともに、
〈地域性と文化性〉

売り場面積は約１００坪。 年にリ

役社長に就任した。

なりました」と長﨑さんは言う。

目抜き通りにある長崎書店には開店と同時に多くの客がやってくる。

に立つ熱心な客が多いそうだ。

旧制五高（現・熊本大学）の先生や学

は周囲に学校が多い文教地区であり、

通 の 商 店 街 で 形 成 さ れ て い る。上 通

とおり

熊本交通セン ターに近い、上 通 と下

かみ とおり

たしかに、熊本の中心街は熊本城と

人口●1,747,467人（2019年8月1日）
本屋の数●156軒（2019年6月15日）

長崎書店
長崎次郎書店
橙書店
舒文堂河島書店

県
本
熊

撮影●大塚淑子

南陀楼綾繁
取材・文●

郷土の本棚の充実と
地元作家を育てるギャラリー
「熊本のまちはコンパクトだから、遅
くまでいても歩いて帰れるのがいいん
です」と、取材に同行したカメラマン
の女性が言う。彼女が運転する車の真
正面には、大天守の外観を取り戻しつ
つある熊本城が見える。その前の通り

生も通ってきた。そのため、いまでも
新刊書店、古書店が立ち並ぶ。
上通のアーケードの中ほどにある長
崎書店は、創業１３０年の老舗新刊書
店だ。後述する長崎次郎書店の支店と
して、１８８９年（明治 ）に創業し
た。現在の建物は１９８５年（昭和 ）
に落成したものだが、屋上には昭和初
期の灯屋が移築されている。
「創業者は、学校で学ぶ子どもたちの
ための教科書を供給するという使命感
を持っていました。以前は書籍のほか

熊本市生まれ。2001年、
家業である長崎書店に入社。

54
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55

に学校の教材やスポーツ・理科用品も

2009年、4代目社長に就任。2014年、
長崎次郎書店の

扱っていました」と四代目の社長、長
﨑健一さんは言う。

屋号を親戚より引き継ぎ、2店舗体制となる。

60
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Kenichi Nagasaki

16

熊本城下に
ギュギュっと集まる
多彩な本の世界
長崎書店代表取締役兼店長
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［ 熊本県 ］熊本市

