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地方で暮らす作家として

です。自分の作品は何程の価値もない
と自分でも分かってはいるのですが
……、でも、どこか納得できませんで
した。「俺の本はちり紙や洗剤とは違
うはずだ」と。
ふと気づいたことがありました。陶
芸家は自分の窯を構え、そこで作品を
焼き、その場で展示、販売をしており、
そして他の場で展示会を開いて販売を
カバーしています。そうだ、陶芸家の
ようにすればいいのだ。
というわけで、小説を書く場で本を
作り、その場で展示、販売しようと思
いました。そうすれば自分の作品は自
分が生きている限り、大切に展示して
おける。消耗品としてではなく、文芸
作品として長い歳月をかけて少しづつ
売れていけばいい、と。
それは容易には具体化できず、長い
歳月が過ぎた後に、その希望の片割れ
として南風図書館を建てたのでした。

誰にもしばられない、自由で多彩な文芸活動
文・南風図書館

作家

郷原茂樹

国立公園の錦江湾を見晴らす丘の上に建つ南風図書館（ヘミングウェイハウス）

大隅半島の南風図書館
私は鹿児島県の大隅半島で暮らして
います。大隅とは文字通り「大いなる
隅っこ」です。鉄道も高速道路もなく
て、文明のはてるところといって過言
ではありません。
でも壮大な原生林の山々があり、豊
かな緑の平野があり、花々咲かせて季
節がめぐります。
作家のヘミングウェイはアメリカの
最南端フロリダ半島の沖に連なる島々
の、さらに最南端のキーウエスト島に
住んでいました。私はそこを訪ね、辺
境で小説を書いた彼の思いに深く共鳴
しました。彼のように生きたいとあこ
がれて、大隅半島にそれとそっくりの
家を建てました。
国立公園の錦江湾を一望に見晴らせ

る丘の上、周りには家一軒ない閑静な
場に建てたそれを、南風図書館と名付
けました。そこで今、小説を書き、ま
た詩を書いています。
作品を消耗品にしないために
昔のことですが、日本のバブル経済
が破綻する前後期に、私は東京の新宿
に仕事場を置いて小説を書いていまし
た。およそ二年半に十冊の本を出すこ
とが出来ました。
本が町の書店に並ぶと、うれしくて
たまりませんでした。けれど、初め数
冊平積みされていた本が、しばらくす
ると書架に一冊だけになり、やがてそ
れもなくなってしまうのです。そして
その本は永遠に日の目を見ることはな
く、ゴミとして廃棄されるのです。
それは売れないのだから当然のこと

作品にリアルな生命を授かる
新宿で小説を書いていた時代、私は
大隅半島に妻子がいましたので、両方
を頻繁に行き来していました。妻とは
県都の鹿児島市の会社で出会い、私が
祖父の土地を相続することになり、大
隅半島に U ターンした際、結婚しま
した。そしてその土地を活かしてレス
トランを経営したのですが、私は少年
時代から小説や詩を書いており、結婚
後も余暇にはひたすら創作に励んでい
ました。そして作品を世に出そうとす
るのですが、大隅半島では虚空のな
かであえいでいるに等しい状態でし
た。そこで新宿に出て行き、その方面
の整ったなかで活動することにしまし
た。
けれど妻に任せたレストランの経営
は赤字が累積し、閉店寸前に追い込ま
れました。そこで新宿の仕事場を引き
払い、家業に専従することになりまし
た。レストランを再生させるために、
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四苦八苦し、あわせて大隅半島が全国
一の生産を誇る唐芋を活かした製菓業
をはじめました。さいわい偶然から偶
然という風に適切な人と出会えて、製
菓業は発展し、やがて鹿児島でベスト
３に入るほどになりました。
この間にも私は小説や詩を書き続け
ていましたが、自分に不向きな会社経
営にともなう葛藤や苦労は、私の作品
にリアルな生命を与えてくれました。
新しい希望に向かって
私は製菓業を営みながら別の事業に
心を誘われました。大隅半島に独自の
空間をつくりたい、と。……
錦江湾を見晴らす丘で廃園となって
いるミカン園を買って再生させ、隣接
地にハーブ苑をつくり、山羊などを飼
いました。そして四季の花が咲く各種
の木を植え、友人たちが訪ねると記念
に桜を植樹してもらいました。
ここは観光地ではなく、静かにゆっ
くり季節を楽しむ場所したいと願い、
『南風ガーデン』と名付けました。
その後、製菓会社の株を売却し、そ
の益金でガーデンを本格的に整備し、
ガーデンの収穫物を楽しめる店と加工
施設を兼ねた『ガーデンハウス』を建
築しました。
こうした間にも、私は小説や詩を書
き続けており、それを本にしてきまし
た。心には長年、自分で本を作りたい
という思いを抱いていたのですが、身
近に編集者がいませんでした。このた
め東京の出版社の自費出版部の編集者
に頼むことになりました。そして本が
できるとそれをひきとり、自分で展示
し、そして販売するシステムづくりを
めざしたのですが、結局は何もかも中
途半端に終わっていました。
この頃に南風図書館を建て、長年の
希望の一つの土台ができました。
自分の出版社をつくって
最近、鹿児島市に編集を職業にして
いる人がいることを知りました。吉国
明彦という名で、若い頃に東京で編集
の仕事をしていたというのです。
私は吉国氏に出会ったことで、東京
の自費出版の編集者に頼らなくて良い
ことになりました。しかも吉国氏は思
いがけないことを教えてくれました。
『地方・小出版流通センター』という
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南風ブックレット① みなみ風No.1 特集/ロマン・ロラン ISBN978-4-910796-00-0
南風ブックレット② みなみ風No.2 特集/アントン・チェーホフ ISBN978-4-910796-01-7
南風ブックレット③ みなみ風No.3 特集/アーネスト・ヘミングウェイ ISBN978-4-910796-02-4
南風ブックレット④ みなみ風No.4 特集/ガルシア・マルケス ISBN978-4-910796-03-1
南風ブックレット⑤ みなみ風No.5 特集/ル・クレジオ ISBN978-4-910796-04-8
各巻＝郷原茂樹著、南風図書館発行、判型Ａ5判、本体価格500円＋税

会社があり、そこが私の本を全国販売
してくれる可能性があるというので
す。
そこで私は南風図書館に出版部をつ
くり、自分の本を吉国氏によって制作
し、南風図書館で展示販売するととも
に、同センターと取引をして全国の書
店からの注文に対応してもらうことに
しました。あの陶芸家のシステムをみ
てひらめいたアイデアが、いまようや
く実現できた気がしました。
自分の出版社で自分の本を作れると
なると、にわかに作る本も身近になり
ました。まず手始めに自分が少年時代
から愛読してきた作家について語ろう
と思いました。中年になってから夢中
で読んだ作家も含めて、ロマン・ロラ
ン、アントン・チェーホフ、アーネスト・
ヘミングウェイ、ガルシア・マルケス、
ル・クレジオ。……まずはこの５人に
対する思いのたけを語り尽くしたいと
いうことで、それぞれの作家ごとに５
冊のブックレットをつくりました。
これは売ろうという意識はなく、自
分の土台と思える作家たちをあらため
て見直し、じっくり語ることで、新し
い目覚めとエネルギーを得られると
思ったのです。それを本にしたとき、
確かにそれを得ることができて、やは
りこれは自分の出版社でなくては出来
なかったことだ、と実感しました。
これからの出版と文芸活動
自分の出版社だからこそできる本と

して、私は次に自分が十代につくった
詩をまとめて『十代の詩集』を出版す
ることにしました。書斎の奥に積んで
いた段ボールの底から出てきた数十編
の詩を読んだとき、今日まで詩を書き
続けてきた自分のそれは源流であると
思いましたが、その後に書き続けてき
た詩はそれを超えられなかったことに
気づきました。私の最高峰の詩として
本にすることにしました。
次には短編小説集『南風の丘にて』
を出す予定で、すでに脱稿しています
ので、７月に本が出来るつもりです。
これは七人の女性をそれぞれに描いた
小説です。ジェンダーやコロナ禍、格
差社会……ふと自分の命が消えてしま
いそうな不安を抱き、漂白するように
たどり着いた南風の丘で、季節がめぐ
る雄大で美しい風景を眺めたとき、深
い呼吸の底からみずみずしい生命が沸
き上がって来た。…私の代わりに誰も
私の人生は生きてくれない。
７人のそれぞれの覚醒と再生の物語
です。
またすでに原稿が完成しているもの
として。古代に大隅半島にいた『大隅
隼人』を描いた長編小説と６編の短編
小説集があります。これを一刻もはや
く本にしたいと思っています。
私は地元の大隅半島に最大の特攻基
地があり、それを巡る話を祖父母など
から幼い頃、いつも聞いていました。
そしていつかは書かねばならないと
思ってきました。今がその時です。
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新しい文芸活動のスタート
もはや高齢で体調を崩した時期に、
周りの若い人たちが私を励まそうと、
私の作詞した１５曲のオリジナルソ
ングを YouTube で発信してくれまし
た。これらの歌は昔、新宿文化セン
ターでコンサートを開いたり、地元の
各地で巡演したこともあるのですが、
YouTube ならごく気軽に即座に楽し
めるので、新しいシステムで歌が蘇え
り、私はとてもうれしく思いました。
歌の背景に自分の撮りだめていた風
景写真などを活かせたのも、新しい表
現手段として覚醒した思いです。
またこの歌の映像コンサートととも
に、私の詩の朗読、そして新しい小説
を語ったりする、『詩と歌と小説のラ
イブステージ』を７月に鹿児島市と鹿
屋市、それから１１月に東京でも開催
する予定です。
一方では自分の出版社が出来たこと
を契機に、読者とのつながりを深めよ
うと９月から毎月一回、『文芸ホーム
ルーム』を開き、小説や詩をテーマと
する歓談会や、大隅半島の古墳めぐり
のバスハイクも行う予定です。
＊
南風図書館 作家 郷原茂樹（ごう
はら しげき）
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郷原茂樹の小説や詩の本を展示

▲郷原茂樹の全作品を１F全体に展示

◀風景を眺めながら「お花畑」のなかで行う
詩の朗読会

上記ＱＲコードから南風図書館ホーム
ページ内の「南風の歌 オリジナル曲
リスト」のページに飛ぶことができ
ます。
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表示されている値段は本体価格となっております。ご購入には別途、消費税がかかります。

『＜水俣病＞事件の発生・拡大は防止できた』●有馬澄雄ほか著
水俣で＜奇病＞患者が確認されたのは 1956
年であるが、すでに 50 年代前半には障害をも
つ児の出生や猫の狂死がみられていた。これを
厚生省が公害病に認定し、原因はチッソ水俣工
場が酢酸などの原料となるアセトアルデヒドの
生産過程で排出するメチル水銀化合物と発表し
たのは 68 年になってのことである。ところが、
57 年から工場附属病院スタッフが社内研究を
始め、61 年には汚染源と原因物質をつかんで
いたという。しかし、この間も工場は有害廃液
を垂れ流し続け、化学工業の原料転換政策を推
進する国も動かなかった。
本書は、社内に残る 1000 匹もの猫を使った
実験記録（通称「ネコ台帳」）を精細に読み解
き、どの時点で何が明らかにされ、明らかにさ
れなかったかを突き止めた「チッソ社内研究と

細川一－ネコ 400 号実験まで、そしてその後」
と、アセトアルデヒド生産とメチル水銀中毒の
化学・技術・医学的分析をおこなった「水俣病
発生予防・労働者の水銀中毒防止のための環境
化学的研究」の二部からなる。社会問題として
の側面がクローズアップされたことで、環境汚
染を基礎としたメチル水銀中毒という視点での
科学的研究が疎かにされてしまった。過去の調
査研究の妥当性の検証や地域住民の健康状況の
推移追跡など、メチル水銀からの問い立てをし
ていかなければ、人類の将来に寄与する対策を
提示することはできないと警鐘を鳴らす。書名
を＜水俣病＞と括ったのは、そうした思いをこ
めてのことだ。（飯澤文夫）
◆ 2000 円・Ａ５判・208 頁・弦書房・福岡・
202204 刊・ISBN9784863292475

『不謹慎な旅 －負の記憶を巡る「ダークツーリズム」』●木村聡著
旅に出て自分のまだ知らなかったものや人に
出会うのは楽しいものです。しかし旅先で出会
いはなにも楽しいものばかりではありません。
思い出したくないつらい記憶や、暗い歴史が何
気ない風景の中にも込められていたりします。
本書はそうした「負の記憶」を巡る旅の記録で
す。例えば足尾銅山。日本の近代化を支えたこ
とで知られていますが、それと同時に鉱毒事件
でもその名を知られており、今も鉱毒を弱毒化
する作業は続けられています。あるいはハンセ
ン病患者を監禁した「重監房」の残る群馬の栗
生楽泉園や隔離の島であった岡山の長島愛生
園。そうした場所は軽い気持ちで訪れることが
ためらわれるような場所であるのかもしれませ
ん。しかし必ずしもその土地の人たちがそれを
知られたくないと思っているわけでもありませ

ん。足尾の世界遺産登録を目指す人物は「光と
影の両方を後世に伝える」と語り、ハンセン病
経験の語り部は「法では解放されたけれど、差
別は残っている。知ってもらいたい。」と言い
ます。興味本位で見に行くというのは、本書の
タイトル通り「不謹慎」なことであるのかもし
れません。
しかし「不謹慎」だからと言って敬して遠ざ
けてしまっては、いずれ人々の辛い記憶や苦し
い思いもなかったことにされてしまいます。そ
れでもそういう土地に実際に足を運ぶのは気が
重いかもしれません。まずは本書を開いて著者
の「負の記憶」を巡る旅の追体験から始めてみ
るのはいかがでしょう。（副隊長）
◆ 2000 円・Ａ５判・258 頁・弦書房・福岡・
202202 刊・ISBN9784863292413

『霞堤の研究 －豊川流域に生きている伝統的治水システム』●藤田佳久著
豊川は、愛知県北設楽郡設楽町の段戸山に源
を発し、山間渓谷を経て新城市長篠地で宇連川
と合流し、豊橋平野を出て、豊川市で豊川放水
路を分派し、豊橋市を流れ、三河湾に注ぐ、延
長約 77km、流域面積約 724km2 の一級河川
である。
流域内の年平均降水量は 2000mm ほどで、
上流で降った雨は、一気に下流に流れ出し、中
下流で大きく蛇行していることからたびたび洪
水に見舞われている。このため豊川の治水事業
として、江戸時代に吉田城等を守るために霞堤
が築かれ、昭和 30 年代まで 9 箇所 ( 東上・金
沢・加茂・下条・牛川・二葉・三上・当古・大村 )
が機能していた。霞堤とは、堤防が至る所で不
連続となっており、ここから洪水時には水があ
ふれ、霞堤地区内・遊水地にためられ、洪水が

()

終わるとまた水は川に戻るというシステムであ
る。昭和 40 年に完成した豊川放水路により洪
水は緩和され、その後豊川の右岸側の 5 つの
霞堤は締め切られた。
現在は、左岸側の牛川・下条・加茂・金沢の
４霞堤が残っている。本書は、豊川流域におけ
る霞堤について、その霞堤の成立条件とその展
開、近世の豊川下流域における霞堤配置の復元、
水害と治水運動、豊川放水路建設用地問題、豊
川下流域の不連続堤地帯における集落立地と住
民の水害環境意識に関して、詳論する。この豊
川流域霞堤に関して、よくまとめられており、
他に例を見ない画期的書籍であるといえる。
( 古賀河川図書館・古賀邦雄 )
◆ 2200 円・Ｂ５判・298 頁・あるむ・愛知・
202202 刊・ISBN9784863331785
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『地図から消えた村 －琵琶湖源流七集落の記憶と記録』●吉田一郎著
「地図から消えた村」（いわゆる「廃村」）の
ひとつの側面として、「時代が切り取られて残
る」ことがある。たとえば離村が行われた頃の
集落の風景や住民の方々が写る写真を見ている
と、「そんな時代もあったなあ」と頭に思い浮
かべることができる。
この本で取り上げられた滋賀県北部（長浜市
よ ご
旧余呉町）の 7 つの廃村は、昭和 44 年～ 46 年、
高度経済成長によるエネルギー革命に端を発し
おくこうなみ
お ば な し
はりかわ
て離村した 3に 集落（奥
川並、尾羽梨、針川）と、
う
平成 7 年、丹 生ダム建設予定地になったこと
おはら
た ど
わしみ
を受けて離村した 4 集落（小原、田戸、鷲見、
はんみょう
半明）に分かれる。
その後、ダム建設が中断されため、平成 7
年の離村から 27 年経った今でも現地を訪ねる
ことができる。しかし、集落の匂いが年を重ね

るごとに薄くなってきていることは、川沿いに
あった鷲見集落・集落跡を定点観測した 3 つ
の写真（昭和 50 年、平成 10 年、令和 3 年）
を見比べると、火を見るよりも明らかだ。その
ことを著者は「長い歴史を刻んだとは言え、所
詮人間の営みは大自然の借り物の上にあった」
と記している。
「離村者たちの今、昔」と銘打った、住民の
方々の往時と今の姿を比較したいくつかの写真
の中には、離村時 6 才の女の子が、33 才の三
児の母になった写真が見られた。多くの住民の
方々の今昔の姿は、遠いことのように思える集
落の姿と今とをつなげる働きがあるように感じ
た。（HEYANEKO）
◆ 3500 円・Ｂ５判・213 頁・サンライズ出版・
滋賀・202203 刊・ISBN9784883257553

『老人ホームで死ぬほどモテたい －新鋭短歌シリーズ５９』●上坂あゆ美著
“短歌はすごい。三十一文字を打ち込むだけ
だから、お金はかからないし、スマホがあれば
重たいキャンバスもいらない” 作者はあとがき
でこう語る。キャンバスとあるのは美大に進学
したけれど、絵画、デザインなど、いずれの制
作に没頭出来ず、絶望を味わったからこそ出て
来た言葉だろう。” ばあちゃんの骨のつまみ方
燃やし方 YouTuber に教えてもらう” 冒頭の
歌は祖母の死を物語り、” 母は鳥 姉には獅子
と羽根がありわたしは刺青がないという刺青”
で母と姉がいることがわかる。さらに三首の歌
の前に記された小文で人生の転換点が示され
る。15 歳で親が離婚。父はフィリピンに移住
し、現地の女性と再婚する。年月日と時刻のみ
の表示は、父の急死を知らせてきた姉からの着
信日時。歌で切り取った日常が日記のように浮

かび上がる。” 弔いの海物語 マニラにも沼津
にも海は海としてある” パチンコ好きだった父
を作者なりのやり方で追悼している。故郷静岡
から上京して東京で送る学生生活や就職活動、
そして恋の歌や生きざままで、大らかでパンチ
の効いた歌が並ぶ。合理性を重視しすぎたり、
はたまた根性論を強要してくる別人格がいくつ
か存在するという作者は短歌を作る時、そんな
人格や世界と闘いながら老いてゆく自分を美し
いと感じる。いつか老人ホームに入る頃にはわ
たしの中の全ての私から称賛されたいと願って
いる。これが謎めいたタイトルの由来。意欲溢
れる新鋭歌集。（Ｙ）
◆ 1700 円・四六判・141 頁・書肆侃侃房・福岡・
202202 刊・ISBN9784863855069

『彼らと僕ら。 －妖精紳士録』●高畑吉男著
妖精の花形エルフや水の精ウンディーネ、首
のない騎士デュラハンなど、アイルランドを中
心とした神話や民間伝承に見られる妖精たちの
百科事典でありまた妖精譚の宝庫といった趣の
ある本書であるが、著者がそんな〈妖精郷〉に
迷い込んだきっかけは、学生時代に明け暮れて
いたというテーブルトーク RPG だという。卓
を囲んで会話しながら遊ぶアナログなロールプ
レイングゲームである。そのようなゲームにつ
くフレーバーテキスト、すなわちスキルやキャ
ラクターの雰囲気作りのためのちょっとした
バックストーリーを読むのが好きで、その話の
由来を調べるのに神話や伝説の本を開くのが常
で、そこで出会った妖精譚や民話を知る度に心
を踊らせたという。だからと言うべきか、本書
は、中心となる妖精物語の脚注や解説にゲーム

をはじめとしてマンガ、ライトノベル、ファン
タジー小説のタイトルがふんだんに登場する。
トールキンの『指輪物語』やルイス『ナルニア
国物語』といったファンタジーの古典はもとよ
り、ダンジョンズ＆ドラゴンズという世界初の
テーブルトーク RPG、水野良著の王道ファン
タジー小説『ロードス島戦記』や伏瀬著のライ
トノベル『転生したらスライムだった件』等々。
逆にいうなら、これらゲームやマンガ、ライト
ノベルといったジャンルはふんだんに神話や伝
説から素材を吸収し、現代に蘇らせているとい
うことが言えそうである。本書を通して読者は
再び、その素材となった妖精たちの故郷へと案
内されることになるのである。（Ｎ）
◆ 2000 円・Ｂ６判・155 頁・銀河企画・東京・
202203 刊・ISBN9784909793102
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期間：2022 年 3 月 15 日〜 4 月 14 日
※価格は本体価格表示です。別途消費税がかかります。

［出荷センター扱い］
(1)『水上バス浅草行き』1700 円・ナナロク社 (2)『不謹慎な旅』2000 円・弦
書房 (3)『魚毒植物』2800 円・南方新社 (4)『東京の森のカフェ』1300 円・
書肆侃侃房 (5)『マーケットから生まれる１２ヵ月のイタリア料理 トリノ＆出
雲＆東京』1800 円・風鈴社 (6)『信州の秘境駅・小駅を巡る』1500 円・川辺書
林 (7)『あなたのための短歌集』1700 円・ナナロク社 (8)『生き直す 免田栄
という軌跡』2000 円・弦書房 (9)『路上の陽光』2000 円・書肆侃侃房 (10)『世
界遺産 奄美』1800 円・南方新社 (11)『不登校は１日３分の働きかけで９９％
解決する』800 円・リーブル出版 (12)『小学生が描いた昭和の日本』2500 円・
石風社 (13)『武田氏の伝説 信虎 信玄 勝頼三代』1200 円・随想舎

(1)『昭和プロレスマガジン ５７』909 円・昭和プロレス研究室 (2)『新編夢
の棲む街』2800 円・ステュディオ・パラボリカ (3)『本の雑誌 Ｎｏ．４６７
２０２２年５月号』750 円・本の雑誌社 (4)『東京かわら版 Ｎｏ．５８５
２０２２年４月号』636 円・東京かわら版 (5)『あなたのための短歌集』1700 円・
ナナロク社 (6)『文学ムック ことばと ｖｏｌ . ５』1500 円・書肆侃侃房 (7)
『音楽』1800 円・ナナロク社 (8)『報道写真集 スマイル！カーリング女子日本
代表』1000 円・北海道新聞社 (9)『「善光寺御開帳」公式ガイドブック』1000 円・
信濃毎日新聞社 (10)『水上バス浅草行き』1700 円・ナナロク社

［ジュンク堂書店池袋店 地方出版社の本—センター扱い図書］
(1)
『不謹慎な旅』
2000 円・弦書房 (2)
『エビ型宇宙人がコーヒーを飲んだ日』
1000 円・
かりん舎 (3)『鳥取城』1800 円・ハーベスト出版 (4)『しぐさ 表情 蒙古襲来絵
詞復元』3500 円・海鳥社 (5)『新装版 奥武蔵登山詳細図 全 130 コース』900 円・
吉備人出版 (6)『ボランティアと有償ボランティア』1800 円・弦書房 (7)『自然
農 栽培の手引き』2000 円・南方新社 (8)『こどもの吃音症状を悪化させないため
にできること』2000 円・海風社 (9)『埼玉名湯めぐり２０２２ 日帰り温泉＆スー
パー銭湯』300 円・埼玉新聞社 (10)『栃木を釣る』2000 円・下野新聞社
以下ホームページ等でも各種情報提供を行なっております。ご利用ください。
ＵＲＬ：http://neil.chips.jp/chihosho/
ツイッター公式アカウント：@local_small

(12)

★★★

▼沖縄本土復帰 50 年の今年、5 月初旬
より書店のリブロプラスチェーン各店
にて沖縄本土復帰 50 年フェアを開催
するとのことです。あゆみ文禄堂早稲
田店、オリオンノルテ店、リブロ PBC
新所沢店、リブロ光が丘店、リブロ春
日部店、リブロ大分わさだ店ほかにて。
ラインナップには以下のようなタイト
ルが組まれています。
【新聞が見つめた沖縄】
（諸見
里 道 浩 著・ 本 体 価 格 2,400 円・
ISBN9784871272803 沖縄タイムス社）
【これだけは知っておきたいよね おきな
わのこと】
（新城俊昭著・本体価格 1,300
円・ISBN9784909647276 編 集 工 房 東
洋企画）
【つながる沖縄近現代史】
（前田
勇 樹 ほ か 著・ 本 体 価 格 2,200 円・
ISBN9784899824169 ボーダーインク）
【沖縄県知事 翁長雄志の「言葉」
】
（沖
縄タイムス社編・本体価格 1,000 円・
ISBN9784871272551 沖縄タイムス社）
【報道写真集 首里城】
（沖縄タ
イ ム ス 社 編・ 本 体 価 格 1,000 円・
ISBN9784871272681 沖縄タイムス社）
【沖縄戦後新聞】
（琉球新報社編・本体
価 格 750 円・ISBN9784897422244 琉
球新報社）
【焦土に咲いた花】
（琉球新報社編・本
体価格 1,000 円・ISBN9784897422459
琉球新報社）
【戦後をたどる】
（那覇市歴史
博 物 館 編・ 本 体 価 格 2,400 円・
ISBN9784897420776 琉球新報社）
▼三省堂神保町本店がビル建替えに伴
い、5 月 8 日に閉店いたします。6 月 1
日には神田小川町の仮店舗が OPEN す
る予定とのこと。本アクセス誌では長
年に渡り、三省堂神保町本店売行良好
書を本ページに掲載してきましたが、
それも今月が最後となります。

地方・小出版物のデータになります。綴じて保存してください。

［三省堂書店神保町本店 センター扱い図書］
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