
2017 年
10月 7 日（土曜）・8 日（日曜）

10時から 18時

第 7回

かまくらブックフェスタ  ホームページ
http://www.minatonohito.jp/kamakurabf/

作り手と読者を結ぶ、本好きのための本のお祭り。
少人数でよい本をつくり続ける出版社や
クオリティの高い冊子をつくる人々が、直接販売します。
また、選りすぐりの古書の販売もあります。
会場にはコーヒーと軽食のコーナーも。
本の楽しみにひたる、ゆったりとした時間をどうぞ。

※どちらの会場も駐車場はありません。

garden & spaceくるくる
JR・江ノ電「鎌倉駅」西口から徒歩 10分。
江ノ電「和田塚駅」から徒歩 3分。
駐車場横の細い道を入り、踏切手前左手、
門を入って庭の奥の建物です。

鎌倉市由比ガ浜 2-7-12

＊ブックフェスタ会場＊
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出展者：共和国／牛若丸／北と南とヒロイヨミ／タバブックス

／群像社／羽鳥書店／トムズボックス／映画酒場編集部とその

仲間たち／編集室屋上＋カディブックス／ ECRIT（エクリ）／

編集工房ノア＋ぽかん編集室／りいぶる・とふん／ブックスモ

ブロ／港の人／MODERATO ROASTING COFFEE

10 月 8日（日）
会場：由比ガ浜公会堂平 出 隆  展 示 と 講 演

かまくらブックフェスタは、2011 年の第 1 回から詩人の平出隆さんのトークを
継続開催してきました。2010 年秋に創刊された《via wwalnuts 叢書》につい
てのお話が最初でした。第 7 回目の今秋、再び《via wwalnuts 叢書》をもとに
成果とこれからの展開を語っていただきます。また同じ会場で、《private print 
postcard シリーズ》という、最近の「葉書」にまつわる展示を行なっていただ
きます。支配的なシステムや既存のジャンルに抗して展開する、印刷と造本と詩
の実験をご覧ください。
私たちは、これから「本」というものになにを見出してゆけるのか、共に深く問
いなおす時間にしたいと思います。

講演

空中の本へ
14 時半～ 16時（14時開場）
入場料 1000円
定員 50名（要予約）

「郵便」という形に託される手紙のよ
うな本のシリーズ《via wwalnuts 叢
書》。創刊後も国内外各地での展示や
講演や研究会によって絶えず新しい模
索と共にあった。とくに昨年 10 月の
国際交流基金トロント日本文化セン
ターでの展示《TAKASHI HIRAIDE
＿AIRPOST POETRY 展　BOOK 
DESIGN FOR ONE FROM ONE》は、
自身の造本活動を集成し、新たな方向
として「空中出版」の実践へと舵を切っ
たものであった。では、「空中の本」
という理念とは。「ねじれ」「回旋」と
いう概念を導入して、新しい書物論が
提示される。

展示

葉書の箱／叢書の箱
TH_AIRPOST 2017

11 時～ 13時半・16時～ 17時
入場無料

そのブックデザインは、装幀の美を競
うのではなく、本そのものの新しいあ
り方を探究し、提案している。《private 
print postcard シリーズ》 は机辺に
埋もれている偏愛する写真を選び、オ
リジナルの葉書フォーマットに自身の
手で印刷し、親しい人に贈るもの。各
7 部限定。すべての写真は、自著の本
文テクストに対して「ねじれの位置」
にある脚注として扱われている。これ
は青山、茅場町、鑓水、トロントと展
開されてきた平出隆の写真展シリーズ 
《FOOTNOTE PHOTOS 展 》 の 第 ５
回目でもある。

講演参加ご希望のかたは、
電話かファックス、メールにて港の人へご予約くださるか、
たらば書房（鎌倉駅西口）、松林堂書店（鎌倉駅東口）
ブックスモブロ（鎌倉市大町）にてチケットをお買い求めください。

かまくらブックフェスタに関するお問い合せは……

港の人
〒248-0014　鎌倉市由比ガ浜 3-11-49
tel 0467-60-1374　fax 0467-60-1375
mail kamakura@minatonohito.jp

会場　garden & spaceくるくる
JR・江ノ電「鎌倉駅」西口から徒歩10分。
江ノ電「和田塚駅」から徒歩3分。

由比ガ浜公会堂
鎌倉市由比ガ浜 2-7-21

＊「平出隆　展示と講演」会場＊
   （10月8日のみ）

平出隆（ひらいで たかし） ── 詩人、作家、多摩美術大学教授。「詩の中から新し
い散文を生む実験」（大江健三郎）と称されるように、その活動は詩の行為を、
小説、批評、エッセイなどの領域に侵蝕させている。また、早くから詩書の造
本を手がけ、《via wwalnuts 叢書》《crystal cage 叢書》《BOOK ARCHIT》など、
既成のシステムを離れた独自の出版プロジェクトをもつ。

由比ガ浜通り



E C R I T  エクリ

エクリはロベール・クートラス作品集をはじ
め、詩画集を中心とした出版を手がけていま
す。今年 8月に刊行した『山の家　クヌルプ』
は趣を変えて、インタビューでまとめた霧ヶ
峰高原の山小屋の本。秋の鎌倉に似合う本で
す。長く品切れとなっていた長田弘さんの詩
と日高理恵子さんの日本画による『空と樹と』
も増刷しました。また、これまでの刊行書籍
から選んだ「樹の葉書」も手に取っていただ
きたいです。

編集工房ノア＋ぽかん編集室

「編集工房ノア」は大阪にある出版社です。
富士正晴、天野忠、山田稔、杉山平一、足立
巻一などの著作を出版しています。「ぽかん」
は、編集発行人が読みたい文章を並べただけ
の気まぐれ冊子です。「編集工房ノア」の出
版物と「ぽかん」のバックナンバーを販売し
ます。古本も販売するかも、です。

りいぶる・とふん

昨年、わたし（りいぶる・とふん）は、ここ、
かまくらブックフェスタで、「生存のための
書物」とはなにか？という問いを得た。「書物」
という言葉を、「書く物」と解体して、見え
てくる光景がある。「ぼくの存在描写は、あ
る冬の闇夜、大平原の片隅に深く掘り返され
た畑の上で、雪と霜におおわれ、地面に斜め
にひょいと突き立てられた、用もない棒切れ」
と記したカフカ。一本の棒切れのような、み
じめな存在が、「書く物＝ペン」となって、
カフカには握りしめられていた。「君と世界
の戦いでは、世界を支援せよ」という、カフ
カのよく知られた警句。これを、わたしは「君
と書物の戦いでは、書物を支援せよ」と読み
換えたい。それは、「書くこと」が、書かれ
る前の「書物」を支持体にした、捨て身での
自己の反転地として「世界」を支えている。

トムズボックス

トムズボックスは、絵本の編集プロダクショ
ンでありましたが、1993年から 23年間、東
京吉祥寺にちいさな絵本の店を開いておりま
した。そこですきな絵本作家の絵本や絵を売っ
ておりました。オリジナルの作品集、ピンバッ
ジ、マッチ箱などを作って遊んでもおりまし
た。それらは店を閉めてしまいましたが、在
庫がまだまだ残っております。この機会に少
し倉庫からだして見てもらえれば嬉しいなあ、
なんて思っております。初日は土井と加藤も
店番しようと思いますので、顔を見に来てい
ただければうれしいです。

映画酒場編集室とその仲間たち

《映画酒場編集室》は、エディター＆ライター
の月永理絵が映画と酒の小雑誌『映画横丁』
の編集をしている小さな編集室です。かまく
らブックフェスタでは、『映画横丁』の他に、
月永個人で編集・発行をしている冊子『映画
酒場』もご紹介したいと思います。また、タ
ダジュン、たんじあきこ、さかたきよこ、吉
田晃がつくる映画新聞『Kinebus（キネバ
ス）』、食をテーマにした小雑誌『大人ごはん』、
毎回他にはない個性的なテーマで発行される
『漫想新聞』といったリトルプレスや新聞も
販売します。

編集室屋上＋カディブックス

編集室屋上は、見晴らしのいい出版を目指し
ます。一人出版社というより一編集者による
出版体制なので、興味があちこちに散らばっ
ていますが「自分で出したい」と思う本だけ
を出しています。出産してからは子ども中心
の生活に近くなり、7 日は子どもの運動会の
ため 8 日だけお目にかかります。7 日はカ
ディブックスが番頭をつとめます。カディ
ブックスは、簡素に、身軽に、ゆるやかに、
変わりつづけることを方針とする与那国島の
リトルプレスです。これまでに馬をめぐる二
冊の本をだしました。カディは与那国語で風
のこと。鎌倉の風を楽しみにしています。

共和国

「書物で世界をロマン化します」をモットー
に、2014 年に樹立しました。代表兼奴隷の
下平尾直（しもひらお・なおし、49 歳、好
きな言葉は「もっと飲んでください」）が営
んでいます。既刊 29 点。書店への流通はト
ランスビューが代行。「文化的なもの」を通
してこの社会と批判的／横断的に向き合えれ
ば、とおもっています。小社の本がわたしの
手許を離れてみなさんの本棚に移動すること
で、この極零細出版社が、着実に、一歩ずつ
世界を占拠していくことになります。愛蔵率
の高い本を心がけているので、ぜひ手にとっ
てご覧ください。そして、みなさんの、みな
さんによる、本の共和国を！

牛若丸

読書は、読書体験とも呼ばれたりしますが、
電子書籍やインターネットでテキストを読ん
でも、あまり「体験」という感じはしません。
それは、紙の本が、ただテキストを読むだけ
ではなく、手で重さを感じ、紙の手ざわり・
匂いを感じ、文字組み、レイアウトを楽しみ
つつページをめくるという、それがまさに体
験そのものだからでしょう。そんな本体験を
拡張すべくいろいろ試みている、デザインの
歴史探偵、松田行正が主催するミニ出版社で
す。「本は明るいおもちゃ」なのです。

北と南とヒロイヨミ

雑誌『北と南』編集人とヒロイヨミ社が一昨
年創刊した本をめぐる小冊子『ほんほん蒸気』
の第 3号と、それぞれの出版物を販売します。
『北と南』は、紀行文、詩、俳句、小説、エッセイ、
インタビュー、写真など、世界の様々な場所
からの声と光を封じ込めた雑誌です。ヒロイ
ヨミ社は、かろやかであたらしい〈本〉のか
たちをさぐりながら、主にアンソロジーなど
を制作しているリトルプレスです。三鷹の古
本屋・水中書店と作った冊子『水草』や、活
版印刷の栞やはがきなども販売します。

タバブックス

2012 年にはじめた出版社です。「おもしろ
いことを、おもしろいままに本にして、きも
ちよくお届けする」がモットー。社員はひと
りですがスタッフや助っ人、あるいは著者に
も手伝ってもらいながらなんとかやっていま
す。昨年渋谷から下北沢に事務所を移しまし
た。かまくらブックフェスタは初参加、年２
回刊『仕事文脈』、栗原康『はたらかないで、
たらふく食べたい』、植本一子『かなわない』、
櫛野展正『アウトサイドで生きている』、山
下陽光『バイトやめる学校』、丹野未雪『あ
たらしい無職』ほかほぼ全点を持っていきま
す。よろしくお願いします。

群像社

日本の首相の言動だけで日本人の心や文化を
理解されてはたまったものではありません
が、同じようにプーチンだけ見ていてもロシ
アのことは分かりません。ロシア革命から百
年目の今年、文学系の群像社で直結する本は
ブーニンの回想『呪われた日々』だけですが、
もっと長い目、広い視野でロシアを感じても
らえる本はたくさんあります。３回目の参加
となる今回は初の写真集『サハリン逍遥』、
ロシアで辞書の代名詞になっているダーリの
初の本格評伝『言葉に命を』といった初物を
並べます。その横に幕末明治に名を馳せた榎
本武揚をタイトルにした初の歴史外交小説の
新刊も間に合わせたいと思ってますが、さて
どうなりますか。

羽鳥書店

文京区の千駄木からやってまいりました、出
版社の羽鳥書店です。毎年この時期、都内と
はちがった鎌倉の風をやわらかく感じなが
ら、書籍を紹介・販売しております。法律・
人文・芸術を中心としつつ、絵本から学術書
まで幅広く手がけ、いつまでも手元に置いて
もらえるような本づくりにつとめています。
ぜひお手にとってご覧いただけると嬉しいで
す。編集担当者がのんびり店番しております
ので、本のことやそうでないことも、あれこ
れお声かけください。

ブックスモブロ

鎌倉は大町にて古書店を営んでいるブックス
モブロです。2017 年９月で丸６年が経ちま
した。今年も「ブックフェスタ」に参加させ
ていただき、たくさんの方との出会いを今か
ら楽しみにしています。出展者では唯一の古
書店ですので、時代を感じるセレクトをして
本好きの皆様に楽しんでもらえたらと思って
います。2012 年から開催している「ブック
カーニバル in カマクラ」も、興味がござい
ましたらお気軽にお声掛けください。

港の人

港の人は、おかげさまで今年創立 20 周年を
迎えました。ここ鎌倉で、日本語学、児童文
化などの学術書と、詩集や歌集、句集、エッ
セイなどの文芸の本をつくっています。かま
くらブックフェスタでは、地元鎌倉のつなが
りから生まれた『90 度のまなざし』『うつわ
と一日』、句集『花咲く機械状独身者たちの
活造り』、翻訳詩集『ほとんど見えない』、『荒
木陽子全愛情集』など、今年刊行した本を中
心に、人気の既刊書やふだん書店では入手し
にくい詩歌の本、在庫僅少となった本も販売
いたします。港の人の本づくりを、手と目で
味わって下さい。

MODERATO ROASTING
COFFEE
港の人と同じく由比ガ浜通りに面した当店も
有難いことで今回で 3 回目の参加となりま
す。実店舗では焙煎珈琲豆販売とカフェ、器
具の販売を行なっております。今年もコー
ヒーといくつかのメニューを予定してますの
で是非ご利用ください。
［本と珈琲］その素晴らしい空間の一助とな
ればさいわいです。
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