本と書架と光が
織りなす造形美︒

2階から見下ろす開架スペース。かつて赤穂の海辺で見られ
た流下式の塩田風景を再現して幾重にも並ぶ書架がアート
作品のよう。
メッシュ仕立ての棚が光を透過し、
開放感が抜群。

アート作品との出合いもワクワク。

撮影／青木 崇 沖本 明 坂上正治
取材・文／伊藤順子 杉田裕路子 牧野しのぶ

町の文化拠点である図書館は︑
土地の個性を外
観や内装で表現したり︑歴史ある建物を利用し
たりと︑知の宝庫にふさわしい空間づくりも印
象的︒
なじみの館とは違う選書や貴重な郷土資
料︑
アイデアを凝らした読書企画と出合うこと
わざわ
で︑知識の刺激を受けるのもおもしろい︒
ざ行ってゆっくり過ごしたい︑
魅力あふれるあの
町の書架を訪ねよう︒

※蔵書整理・点検などによる臨時休館があります︒
開館をお確かめのうえお出かけください︒
※本の貸し出しは県内や市内在住・勤務者など
各図書館・施設の条件に基づきます︒

一面ガラス張りの光降りそそぐ書架︒
日が

あんどん

落ちれば︑明かりを 満たした図 書 館 自 体が︑

1 基の行 灯のよ うに町を温かく 照らす︒﹁ 公

しんや

園のよ うに気 軽に立ち 寄り︑くつろいで過ご

義行館長の言葉通り︑開放的な吹き抜けのも

せる︿パークライブラリ ー ﹀
がテーマ﹂と 新 家

と整然と並ぶ本棚を巡り︑
日当たりのいいベン
チに掛けてその1冊を開くのは至福の時︒
モ

3

地域資料コーナーには、歴史ファンなら
見逃せない赤穂義士にまつわる新旧史
料、文学作品がずらり
！ 「赤穂は忠臣蔵
と塩の町。研究のための利用者も多く来
られます」
と新家館長。図書館ホームペー
ジ上の〈忠臣蔵文庫〉
では、
〈 文学〉
〈芸
術〉
〈 宗教哲学〉
など多様な視点から歴史
を読み解く蔵書が、探しやすく一覧に。

名 作 家のアート 作 品と 出 合えるのも 楽しみ

赤穂市立
図書館

u赤穂市中広907
20791‐43‐0275
午前10時〜午後6時（金曜は午後
8時まで） 月・第4木曜休（いずれも
祝日の場合翌日休） Ⓟ60台 道案
内／電車→JR赤穂線播州赤穂駅か
ら南東へ徒歩約10分 車→山陽自
動車道赤穂ICから国道250号線を
経て南東へ約10分

ダンな美 術 館のよ うなフロアでは︑実 際に著

赤穂駅前東

赤穂小学校

アグロガーデン

JR赤穂線
播州赤穂駅

だ︒﹁城をイメージした石垣︑塩田風景を再現

コレ読みたい！

した書架の配置など︑随所で赤穂らしさを表

市制50周年記念事業として
〈光との対話〉
をテーマに2002年新築。同年グッドデザイン
賞を受賞した建物は、町のシンボル。
「瀬戸内のうららかな陽光を感じながら館内を散策し
て、公園のようにベンチで休んで。本との出合いを楽しんでください」
と新家館長。建物全
体がライトアップしたように輝く夜には、
来館者だけでなく、
町行く人にもほっと安らぎを。

しています﹂
︒
建物観賞や読書にゆったり浸り︑
美しい灯りに輝く夕刻まで過ごしたい︒

光を感じて、
心地よい読書を。

物語のある
図書館へ︒

赤穂市立
図書館

児童書コーナー
［おはなしの
部屋］
には現代アーティス
ト・草間彌生（くさまやよい）
氏のグラスアートが。水玉の
〈夜空の銀河〉
が子どもたち
を幻想的に物語の世界に
誘う。壁面には美術作家・
奈良美智（ならよしとも）氏
のオブジェが。
「カフェのよう
に居心地よくスタイリッシュ
に」
とデザイナーが心を砕い
たインテリアはどこを眺めて
も絵になり、思わず見ほれて
足が止まる。

2

ろげるように静かにBGMを流

には ︑赤ちゃん連れの人 も くつ

すなど︑﹁みなさんにご自分の図

万 冊の蔵 書は︑利 用

伝統産業の三木金物をイメー

書館と思ってもらえるよう﹂と

19

ジした屋根が白壁に映える美し

い建物︒
2階の図書スペースは高

配 慮 ︒約

者の声が反映されるよう司書が

南側は一面ガラス張りで︑
傾斜に

なった森林公園の緑に心が癒や

ものが中心︒月1回読書会を行

アンテナを 張 り 巡 らせ︑選んだ

さ6mの天井が開放感たっぷり︒

される︒﹁緑や木漏れ日を感じな

会いを結びつける場所になれた

うなど︑﹁本と人︑人と 人との出

がらリラックスして読書を︒
柱は

森の木々をイメージ︒本 棚 も 白

ら﹂
との思いがあふれている︒

樺 材で温かみのある 雰 囲 気に﹂

と伊藤真紀館長︒心地よい空間

﹁利用者参加型の運営会議を毎

コレ読みたい！

プリ
ラン
グ
ン
帯ワ

緑に心癒やされる
森の中の図書館︒

三木市立
中央図書館

誰もが気軽に訪れられる︿公

月開き︑企画がたくさん実現さ

むらこそ

園のよ うな図 書 館 ﹀をコンセプ

さん︒
市民提案の楽しい企画は︑

再使用できる家具を展示・譲渡
する
︿もったいないウィーク﹀
︑
英

れています﹂と職員の村社朋代

ば蔵﹈
︒
新しい空間と併せて注目
なのが︑新 感 覚の読 書 企 画 だ ︒

語の歌や手遊びを楽しむ︿英語

ープンした図 書 館 本 館の﹇こと

帯のデザインを 競 う︿ 帯ワング

りるだけの場ではなく︑文化発

で子育て交流会﹀
など︒﹁本を借

トに2012年リニューアルオ

トルを 募 集する︿タイトルだけ

ランプリ﹀
や︑架空の物語のタイ

開からも目が離せない︒

信の拠 点 となれば ﹂︒今 後の展

ボン
カエ

注 目される 人 気 企 画に︒また︑

E
ZIN

自由なテーマでつくる自分だけの本〈 ZINE 〉
を作成する
〈 ZINE 講座〉
を定期的に開催。
完成した作品は図書館 1 階に展示・公開
（右）
。
〈カエボン棚〉
は、
自分が持っている本
に自作の推薦帯を付けて棚に置くことで、他
の人が自分の推薦本と交換することができ
るユニークな企画（右下）。毎年開催される
〈帯ワングランプリ〉
は、好きな本の魅力を伝
えるキャッチコピーをつくり、
デザインしたオリ
ジナルの帯を全国から募集する
（下）。2 階
ギャラリーで受賞作品を展示。

グランプリ ﹀などは全 国から も

伝えたい！ 本の魅力を読者が発信。

本の楽しみを深める
読者発信の企画︒

伊丹市立
図書館
では、名誉館長でもある伊丹在住の作家・田辺聖子氏と、同じく伊丹在住
2階〈伊丹作家コーナー〉
作家・宮本輝氏の作品約320点を壁面に展示。2人の出身大学と提携し、貴重な初版本なども紹介。

旧い町並みに息づく、
最新の設備。
建物の外観は清酒発祥の地・伊丹ら
しい酒蔵をモチーフにしたレトロなデ
ザイン。広さは旧館の約2.5倍を誇り、
2 〜 3 階の開架書架に約 20 万冊を
収納。地下1階には、約20万冊収納
可能な自動書庫が。自動貸出機・返
却機も導入され、
最新の設備が便利。

伊丹1

13

有岡
城跡

伊丹駅

阪急
伊丹線

伊丹駅

5

ニトリ

u伊丹市宮ノ前3‐7‐4
2072‐783‐2775
午前9時30分〜午後8時（土・日曜、祝
日は午後6時まで） 月曜休
（2・3F図書
フロアは第1木曜も休） Ⓟなし 道案
内／電車→JR宝塚線伊丹駅から北西
へ、阪急伊丹線伊丹駅から北東へ徒歩
各約12分 車→中国自動車道宝塚IC
から南東へ約15分

昨年7月に開館。館内は真新しい空気に満ちている。元気が出るオレンジのカーペットは緑と相性がい
い色。座り心地抜群のイスで緑を眺めながら読書ができるブラウジングコーナー。家形の絵本コーナー
は子どもたちに大人気！ 「〈より多くの人により多くの知る喜びを〉
をテーマにサービスを行います。森林
浴を楽しむ感覚で本との出合いを」
と伊藤さん。館内には三木出身洋画家・石田安夫氏の作品も。

70年以上前の地元郷土研究誌を、市民
との手づくりで復刊した
『伊丹公論』
を無
料配布。明治・大正・昭和の伊丹郷町の
様子を綴る
『 伊丹郷町物語 』
（ 伊丹市
刊）。伊丹ゆかりの人物を描く小説も人
気。伊丹で酒造業を始めた山中新右衛
門の一代記『月に捧ぐは清き酒 鴻池流
事始』
（小前亮作・文藝春秋刊）
など。
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三木上の丸駅
神戸電鉄
粟生線

三木市立 三木
中央図書館 市役所

三木市役所前

伊丹
小学校

福知山線

J
R

伊丹市立
図書館

緑の中で読書して、
心が元気に。

u三木市福井1933‐12
20794‐83‐1313
午前10時〜午後6時 第4木曜（祝日の場合翌
日）休 Ⓟ400台 道案内／電車→神戸電鉄粟
生線三木上の丸駅から徒歩約20分 車→山陽
自動車道三木小野ICから南東へ約10分

コレ読みたい！

郷土資料室から伊藤
さんお薦めの本を。三
木が誇る郷土資料家
の福本錦嶺著『 三木
歴史物語』
（ 三木市観光協会刊）
は三
木の歴史を学ぶ入門編にぴったり。ほ
か、三木出身のマンガ家、
コタニマサオ
氏の著作も注目。三木の文化や歴史、
産業などがユニークなイラストとともにわ
かりやすく紹介されていて、郷土への理
解が楽しく深まる。

4

書 館は 自 由に入 館 可 能なパブ

込み も 可 能 だ ︒ほか︑市 立の図

読み解きたい︑
魅惑の建築美︒

日々通える人がうらやましく

リックスペース︒歴 史や文 化 を

写真上の重厚な空気が漂う大閲覧室はスケ
ールの大きさに圧倒される。木製机も解体し
て隙間を詰めて塗り直した。下はかつて本の
貸し出しを行ったカウンター。大学前身校出
身の洋画家・中山正實
（まさみ）
作の大壁画
は大学の理想を示す11のテーマが描かれる。

西宮市

「ヴォーリズ建築見学ツアー」
は事前に要申し込み。所要時間は約1
時間で学生のツアー・マイスターが案内。図書館のほか、
7本のろうそ
くをかたどったステンドグラスが特徴的なソール・チャペル
（上）
、建物
の温かな空気が心を癒やす講堂
（中）
もコースに含まれる。
神戸女学院大学
図書館本館

正門
171

阪急今津線

門戸厄神駅

u神戸市灘区六甲台町2‐1
2078‐803‐7339
［社会科学系図書館］午前8時45分〜午後9時30分
（土・日曜は午前10時〜午後7時） ※入館申し込み
には身分証が必要 祝日休（5/15、8/13〜17の平
日休）
、
奇数月第1日曜は不定休 Ⓟなし 道案内／
電車→阪急神戸線六甲駅・JR神戸線六甲道駅・阪神
御影駅から市バス36、神大正門前下車徒歩約5分
車→阪神高速神戸線摩耶出口から北東へ約12分

図書館外壁は当時流行した淡
黄色のスクラッチタイル張り。切
妻屋根の下の装飾など優れた
意匠があちこちに。2 階へ上が
ると吹き抜けの天井を飾るステ
ンドグラスが。一般への本の貸
し出しは不可だが、身分証明書
があれば本の閲覧ができる。管
［震災文庫］
もあり、
理棟3階には
書籍、新聞や調査報告、写真な
ど貴重な資料を収集・公開。ぜ
ひ利用したい。

神戸女学院大学 図書館本館

ローソン

7

阪急神戸線

まずは学舎の図書館︒
２０１４

六甲登山口

六甲駅

なる︑
貴重な建築物の図書館へ︒

工学部
理学部

刻む空 間や︑土地 柄やテーマが

農学部

生 きたデザインなど ︑じっくり

経営
学部
正門

学院大学﹈
の図書館は1年に数

神戸大学
社会科学系図書館

年文化財指定を受けた
﹇神戸女

昭和8年に竣工した学内最大・最古の図書館。経済、経
営、
法学関係の蔵書が約136万冊！ 関東大震災後の着工
だったため頑丈な構造に。国の登録有形文化財に登録さ
れ、
２０１３年に大改修を。壁を洗い、
ステンドグラスを補修す
るなどして昔の美しい姿に蘇った。2階カウンター上の大壁
画『青春』、
アーチ型の大天井に覆われた大閲覧室は必見。

建築観賞したり︑気になる本や
雑誌を手に取ったりと楽しんで︒

灘区

度︑
一般見学のチャンスが︒﹇神戸
大学﹈
では一般の当日 利 用 申し

神戸大学 社会科学系図書館

u西宮市岡田山4‐1
20798‐51‐8505（総務課） Ⓟなし http://www.kobe‐c.ac.jp/
［ヴォーリズ建築見学ツアー］2016年3/26（土）
・28（月）
・29（火）の各
午前10時、午後1時から。1週間前までに見学希望日時、代表者住所・
氏名・電話番号、参加人数を往復ハガキに記入し
［神戸女学院総務課］
へ送付 協賛金／300円 ※見学ツアーは年6回程開催予定。予定は
ホームページで確認 道案内／電車→阪急今津線門戸厄神駅から西
へ徒歩約10分 車→阪神高速神戸線西宮出口から国道171号線を経
て北東へ。能登町交差点を北上。出口から約12分

図書館2階の閲覧室。北側に窓があるのは本
を保護し、
夕方でも光を取り入れて明るさを保つ
ため。テーブルなどの調度品やデスクスタンドも
建築当時のまま。新館の図書館もあるが、
「集
中できるから」
とここで勉強する学生が多いそう。

大きな窓からやわらかな光が注ぐ閲覧
室は、天井梁のローズピンクとブルーのア
ラベスク文様が優美な印象。建築家・ヴォ
ーリズが目指した「美しい心を育むための
品格ある建築」の精神が感じられ、学生た
ちがうらやましくなる。図書館本館を含む
昭和8年に建てられた12棟が2014年に
国の重要文化財に。
ヴォーリズ建築屈指
の名作を見学ツアーで眺めたい。

6

お しおあきら

昭和モダンを
伝える洋館︒

JR神戸線
ニッケ
パークタウン

加古川駅
大川町

ヤマト
ヤシキ
19

加古川市立 2
加古川図書館

設計は多くの公共施設を手がけた置塩章。外壁のスクラ
ッチタイル、
斜めから見ると表情が変わる左右対称の建物、
塔屋の意匠など見応え十分。戦時中、作家・三島由紀夫
がその下で徴兵検査を受けたとされる一本松が残る。

加古川市立加古川図書館

加古川市

クラシカルな佇まいを残す戦前の洋館。昭和10年
に公会堂として誕生し、昭和49年から図書館に。か
ひさし
つては馬車寄せだった玄関の長い庇、
2階の新聞閲
覧コーナーにある大きな半円窓のステンドグラスなど
が、
華やかなりし時代を物語る。旧市街にあり、
子ども
は隣の公園で遊んだ帰りに、大人は買い物途中に
立ち寄ったり。今も昔も町の人とともに歴史を刻む。

洲本市立五色図書館

洲本市

伝統産業の淡路瓦を屋根に頂くスタイリッシュな外観。
中に入れば、吹き抜けの高い梁天井が印象的な、木の
ぬくもりあふれる空間にほっとする。
「家のように温かみあ
る館に。地域に根ざした展示にも力を入れています」
と藤
あ く ゆう
本修館長。五色町出身の人気作詞家・阿久悠氏や、
日
や きん
本の産業発展に貢献した冶金学者の三島徳七博士な
どゆかりの偉人コーナーも見逃せない。

u加古川市加古川町木村226‐1
2079‐422‐3471
午前10時〜午後8時（日曜、祝日は午後6時
まで） 第2・4月曜（祝日の場合翌日）休
（2016年は11月に資料整理期間の連休あ
り） Ⓟ10台 道案内／電車→JR神戸線加
古川駅から南西へ徒歩約12分 車→加古
川バイパス加古川ランプから県道18号線
〜県道19号線を南西へ約5分

立派な正門は、切妻屋根に
瓦を葺いた脇戸付きの薬医
門。幅 8.4m 、高さ7.6m 、総
ケヤキ造りの風格ある姿が文
化地区のシンボルに。すぐ近
くには忠臣蔵で知られる大石
りく生誕の地の碑もある。

歴史ある町のシンボル。

豊岡市立図書館 豊岡本館

図書館建設の際、織豊期から江戸期にわたる建物群が発掘された
［豊岡
陣屋跡］
に建つ。土蔵風の建物は
〈智の蔵〉
をイメージ。正門は明治3年築、
か
つての旧久美浜県庁門を移築した重厚な年代物。新旧の和の建物が、歴史
ある落ち着いた町並みに溶け込む。図書館向かいには、旧藩主の京極家の
屋敷があり、正門や御屋敷の風情を眺める新聞・雑誌閲覧コーナーが一等席。

1階ロビーの天井を見上げると柱上部に古典的な装飾が。アーチ窓はアールデ
コ調のステンドグラスを飾り、
窓辺で新聞を広げるとぜいたくな気分に。
日が暮れ
るとステンドグラス越しに照明が輝き、
昼間とは違った美しさが外から楽しめるそう。

建物が美しい。

豊岡市

「レンガのヒビやシミも当時のままの趣。周囲の新しい建物も雰囲気を合わせ、地
域で景観を守っています」
と居内館長。敷地内には食事処や土産物店も。

洲本市立洲本図書館

洲本市

約100年前に建てられた旧鐘紡の紡績工場跡を、
図書館に再利用。
い うち
「赤レンガを眺め、
歴史を感じながら読書を」
と居内秀樹館長に案内され
ると、
館内に当時の工場の防火壁が使われたり、
中庭を囲むレンガ壁が
見られたり。近代的で快適な図書館と味わい深い歴史の同居に感嘆
する。地元有志が積極的に保存に働き、
実現した市民の憩いの場。

新潮橋北詰
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洲本
市役所

洲本市立
洲本図書館

豊岡市立
図書館
豊岡本館

JR山陰本線

u豊岡市京町5‐28 20796‐23‐6151
午前10時〜午後6時（本館は金・土曜は午後7時まで）
火曜、祝日休 Ⓟ30台 道案内／電車→JR山陰本線豊
岡駅から南東へ徒歩約15分 車→北近畿豊岡自動車道
八鹿氷ノ山ICから国道312号線を経て豊岡方面へ。IC
から北東へ約40分

玄関ホールには地元出身の洋画家・下渕冷泉子
（れいせんし）
の作品が。阿久悠コーナ
ー
（左）
には著作やCD、小説『ラヂオ』
の直筆原稿、
なんと八代亜紀さんが描いた肖像画
も！ 館の壁面を飾る地元の子どもたちの絵や書からも、
地元密着の思いが感じられる。

竹谷

神戸淡路鳴門
自動車道

津名一宮

76

20

豊岡市役所

Aity

豊岡
小学校

28

u洲本市塩屋1‐1‐8
20799‐22‐0712
午前10時〜午後6時（7・8月は午後7時ま
で） 月曜
（祝日の場合翌日）
休 Ⓟなし 道
案内／電車→JR神戸線舞子駅から高速バ
ス、洲本バスターミナル下車すぐ 車→神
戸淡路鳴門自動車道洲本ICから国道28号
線で東へ約10分

市の石・玄武岩を石垣に活用。陣屋跡で発掘された井戸が館内に。
「夏は井戸の周り
でお話会を。子どもたちと怖いお話を楽しみました」
と司書の家元由美さん。
「朗読やラ
イブなどのイベントも。ボランティアの方々が館を盛り上げてくれます」
と藤原孝行館長。

豊岡駅

淡路医療
センター

大きなワンフロアに各コーナーがまとまり、大樹の下でくつろぐ
ように気持ちがいい読書スペース。
〈カメラ〉
〈 豆腐 〉
〈 沖縄 〉
〈犬〉
など毎月テーマを設けてセレクトされる展示も注目。

蔵書は約 万冊︒地域の人に加え︑視察や
観光の来館者も多い︒﹇ＮＩＫＫＥＩプラス

の
﹁一度は訪ねて読書をし
1 ﹈︵2015 ︶
たい図書館ランキング﹂
では西日本3 位に︒

洲本
I
C

塩屋

木の温かみに包まれて。

I
C

66

明治のレンガ建築を再生。

鮎原

洲本市立五色図書館

u洲本市五色町鮎原南谷59
20799‐32‐1693
午前10時〜午後6時 月曜（祝日の場合
翌日）休 Ⓟ55台 道案内／電車→JR神
戸線舞子駅から高速バス、五色バスセン
ター下車。タクシーに乗り換え約5分 車
→神戸淡路鳴門自動車道津名一宮ICか
ら県道66号線で南西へ約15分
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中央区

者の小泉八雲︑柳田國男を併せ

去した水木しげる氏に︑民俗学

て著 作 をひ も 解 く 企 画 展が注

貴 重 な 専 門 書や 郷 土 資 料 が

﹁豊富な蔵書を生かして︑︿本を

目だ︒﹁本や図書館には誰もが親

そろう図書館は頼もしい存在︒

貸 す・見せる ﹀だけでない提 案

様 ︒もっと 知 りたい人が学べる

JR神戸線

しみがあり︑興 味の入り口も 多

過 去の資 料も 豊 富で︑
ストーリ

明石駅

かわひがし たけずみ

ーのある踏み込んだ企画での情

山陽電車

明石市立
図書館
明石
トーカロ
球場

u明石市明石公園1‐27
2078‐918‐3366
午前9時30分〜午後6時 月・第3
木曜休 Ⓟあり
（30分以降有料）
道案内／電車→JR神戸線・山陽電
車 明 石 駅から北 へ 徒 歩 約 1 5 分
車→第二神明道路大蔵谷ICから
南西へ約10分

を﹂
と﹇兵庫県立図書館﹈企画広

画展にも力を注ぐ︒作家が影響

兵庫県立
図書館

報チーム長の川東丈純さんは企

を 受けた人やもの︑作 品が書か

県内の美術館や博物館で企画に
携わり、2002年に
［ネットミュージア
ム兵庫文学館］
を立ち上げるなど兵
庫の文化発信に力を尽くす川東さ
ん
（下）。自然や歴史を楽しく伝える
講談師・絵師〈ビブリオ堂ちんげんさ
い〉
としても講座やイベントで活躍。

明石市

開館40周年を迎えた2014年、郷土
資料室を
［ふるさとひょうご情報室］
とし
てリニューアル。陳舜臣、黒岩重吾、高
嶋哲夫など兵庫ゆかりの作家や、一般
からの寄贈を加えた郷土資料、文学、
震災資料が約4万冊。川東さんの広い
親交も生かした作家展や、明石公園の
自然を舞台とした自由研究大応援など、
知識欲を高める独自の企画が楽しみ。
明石公園
陸上競技場

神戸ファッションマート

u神戸市東灘区向洋町中2‐9‐1
2078‐858‐0050
午前10時〜午後6時（入館は午後5時30分まで）
神戸ベイシェラトン
ホテル&タワーズ
美術館入館料／一般500円、小・中・高生250円
神戸ファッション
（ライブラリーは入館無料） 水曜（祝日の場合翌
美術館
（ライブラリー3F） 日）
休 Ⓟなし 道案内／電車→JR神戸線住吉
駅・阪神魚崎駅から六甲ライナー、アイランドセ
ンター駅下車、南東へ徒歩約1分 車→阪神高速
向洋東公園前
湾岸線六甲アイランド北出口から南西へ約5分
六甲ライナー

報発信も図書館の果たすべき役

美術館3階がライブラリーに。
ファッション、美術、建築、映
画など、国内外の蔵書約 38,000 冊のほか、
『 ELLE 』や
などの雑誌はʼ50年代以降の貴重なバックナンバ
『VOGUE』
ーがそろう。視聴覚ブースではʼ80年代以降のパリやミラノな
どのファッションショーのDVDも。貸し出し不可だが、
「ゆっくり
閲覧できるように」
と広くとられたテーブルで1日中過ごす人も。

れた 環 境 まで探 り ︑︿ 作 者の 思

東灘区

知の世界は︑
発見がいっぱい︒

神戸ファッション美術館

割だと思います﹂
︒
図書館が誘う

兵庫県立図書館

月に逝

神戸出身のイラストレーター、
わたせせいぞうの絵画展
も3月末まで。
「構図がまさに浮世絵で、必ず植物が描
かれるのも特徴。
カレンダーは当時の時代性もうかがえ
ます」
と川東さん。植物の本と併せてユニークに展示。

19

アイランドセンター駅

11

わたせせいぞう

ファッションの蔵書はテキスタイル︑
香水︑靴・皮革など に分類︒ヴィ
ジュアルが美しい洋書も豊富︒

人気ファッション誌

プロのデザイナーや服飾を学ぶ学生が
デザインソースを得るために遠方から訪
れるほど蔵書が充実。雑誌は250タイト
ル。
『 VOGUE 』
はフランス、
スペインなど
8カ国語が並び、表紙がすべて違う！
ʻ50年代の
『 ELLE 』
はイラストと文字中心
で当時のファッションやメイクが新鮮。世
界の第一線で活躍するデザイナーの新
アート雑誌『ヴィジョネアー』
（下）
も必見。
毎号スタイルや装丁が異なり、Vol.38は
ティファニー。

的︒3月末までは昨年

大倉山駅

明治17年から昭和14年まで県内で発行されていた
［神戸
又新
（ゆうしん）
日報］
の残存する紙面を、
ほぼデジタル化し、
誰でも気軽に閲覧できるように。古い新聞はマイクロフィ
ルムで保存し、
リーダーで閲覧することも。
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考﹀
を掘り下げる切り口が独創

神戸
文化ホール

地下鉄
西神・山手線

大倉山

u神戸市中央区楠町7‐2‐1
2078‐371‐3351 午前9時15分
〜午後8時（日曜、祝日は午後6時ま
で） 月曜
（祝日の場合翌平日）
休 Ⓟ
なし 道案内／電車→地下鉄西神・山
手線大倉山駅から北へ徒歩約5分ま
たは神戸高速鉄道高速神戸駅から北
へ徒歩約10分 車→阪神高速神戸線
柳原出口から北東へ約10分

戦前・戦後を神戸や西宮で過ご
し、卓越した想像力、表現力で
妖怪を具現化した水木しげる。
神戸の新聞記者で昔話や怪談
の口承をまとめ文芸にした小泉
八 雲 。福 崎 町出身、
『 遠野物
語』等で日本各地の伝承を綴り
体系化した柳田國男。民俗学
の祖から水木さんが受けた影響
を、3者の著作を通じて推し量る
兵庫ならではの追悼展「ひょうご
妖怪談義 小泉八雲、
柳田國男、
そして水木しげる」
は3月末まで。

水木しげる×
柳田國男×
小泉八雲

品、
神戸ゆかりの人の著作や伝記、
地理、
歴史や自然災
害に関する資料などを収集。
「地元の資料に特化して、
街
の人がつくる地域誌や文芸同人誌など小さな媒体まで充
実させています」
と職員の大黒紀子さん。神戸の多彩な
表情を伝えるラインアップには、
郷土愛があふれる。

神戸市立
中央図書館

「水木しげるの遠野物語」
（水木しげる作・柳田國男原作・小学館刊）

スポーツ新聞編集局長を経てジャーナリ
ストとして活躍する、神戸出身の賀川浩
氏が所蔵するサッカー関連図書・雑誌な
どが約5,000点。賀川氏が来館し、
サッカ
ートークを一緒に楽しめるサロンも開催。

では、
神戸を舞台とした文芸作
2階［神戸ふるさと文庫］

大倉山公園
野球場

通って読みたい！

阪神・淡路大震災の被害を伝える図
書や雑誌、調査報告書や個人の体
験記などの資料を収集。2 号館 3階
［震災関連資料室］
での資料展示も。

神戸市立中央図書館

充実の蔵書︒

神戸賀川サッカー文庫

1.17文庫

兵庫ゆかりの文学、各地の郷土資料、
震災資料コーナー
［フェニックス・ライブ
ラリー］
（上）
などの書架が。垂水区在住
の放送作家・中谷勝氏の漫才や演芸
台本など個性的な蔵書も見ごたえあり。
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海洋文化コーナーは播磨灘に面した窓辺にあり、
晴れた日は真っ青な海と空を眺め
ながら読書を楽しめるベンチやテーブル席も。魚の生態、
イルカやマグロの本、
ダイビ
ングなど気になるタイトルがそろい、
海をキーワードにした多彩なラインアップに驚く。

加古川海洋文化センター

加古川市

播磨灘を望む気持ちのいい場所で、遊びや学習を通して海洋
文化に触れられる施設。2階の図書室は蔵書約6万5,000冊。一
部が海洋文化に関するコーナーに。釣り、
マリンスポーツ、
航海術、
旅行記、
写真集など幅広い分野の蔵書と、
『ラメール』
『アクアライ
フ』
『島へ』
などの専門誌も。海に関わる興味を深める手掛かりに。

開館して15年。日本各地の海図や海底地形図も見られる。目の前の海
水を循環させて水遊びができる
［じゃぶじゃぶ池］
は夏は子どもに大人気。
u加古川市別府町港町16
2079‐436‐0940（図書室）
別府 イトーヨーカドー ［図書室］午前10時〜午後8時
（展示室は
午後6時まで） 第1・3木曜
（祝日の場合翌
別府
日）
休
（7・8月は第1木曜のみ休） Ⓟ160台
小学校
718
道案内／電車→JR神戸線加古川駅からコ
ミュニティバス、海洋文化センター前下車
加古川海洋
すぐ 車→加古川バイパス加古川東ラン
文化センター
プから南へ約15分

山陽電車

海の本
山の本

館内の壁や書架に山の稜線を再現。愛用のスキー、
登山靴、
ピッケルなどの展示から、服装や道具を独自
に工夫しひとりで山を制覇していった足跡がうかがえる。

山陽新幹線
別府駅

一般書は1階。山岳資料室と山岳図書閲覧室は2階。約5,000冊の登山関係
の蔵書で山の厳しさ、
素晴らしさに没頭できる。文太郎は豊岡市出身の冒険家・
植村直己も憧れた登山家。新田次郎の小説『孤高の人』
のモデルで知られる。
新温泉町

登山がガイドを雇い多くの資金をかける高級なスポーツだった昭和
ぶん
初期、厳しい冬山に
〈単独行〉
で挑んだ浜坂出身の登山家・加藤文
た ろう
太郎。偉業を顕彰する図書館は、
外観や内装で彼が駆け巡った山々
を再現。閲覧室は登山関係の蔵書がまさに山を成す充実度。実際に
使われた登山道具や直筆の手紙を飾る資料室も、
胸が熱くなる。

浜坂郵便局

加藤文太郎記念図書館

加藤文太郎
記念図書館
但馬銀行

127
178

満願寺

167

浜坂駅 JR山陰本線

u美方郡新温泉町浜坂842‐2
20796‐82‐5251
午前10時〜午後6時
（土・日曜は午後5時ま
で） 木・第3火・第4月曜（いずれも祝日の
場合は翌日）
休 Ⓟ35台 道案内／電車→
JR山陰本線浜坂駅から北へ徒歩約10分
車→北近畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山ICか
ら国道9号線〜県道47号線で浜坂方面へ。
ICから北西へ約90分
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