
 

石ノ森萬画館

元気いちば

ハリストス正教会

アル・ケッチャーノ石巻

六文銭

白謙蒲鉾店

加非館

食楽

もりや

萬楽堂

松ばる
やまだやきとり

❸ 石巻商工信用組合軒下
☆こどもの本 ポプラ社
☆月と六ペンス
☆六日町ナマケモノ書店
☆ボルネオ書店

❹ Chez Setta
☆本 Setta
☆くものす洞
☆private books PAYANCA

☆ななみやたかちん

☆高橋書店
☆花水木
☆らんたん文庫
☆ちょっと今ここだけの本屋

☆一坪書店文庫
☆ばったりたおれ屋

❷ IRORI 石巻

❶ 旧観慶丸商店

❶ 旧観慶丸商店
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❺ キムラふとん店
☆みちのく書房
☆２２：２２
☆九月社

❻ サルコヤ脇駐車場
☆ちんじゅうや
☆こども商店
☆一箱堂

❼ パナックけいてい
☆パナけいブックす。
☆まちライブラリー＠岩出山
☆サフランブックス

❽ アイマークス １階
    石巻まちの本棚

  石巻まちの本棚

☆りょくし堂
☆あかしや

❾ カンケイマルラボ
☆ゆずりは書房
☆浦書店

企画「カバーおかけします！」
今回の一箱古本市でお買い上げの本を、石巻ま

ちの本棚にお持ちください。オリジナルのブッ

クッカバーをおかけいたします。お一人様 1冊

1枚まで。まちの本棚でお買い上げの本でもOK

です。限定 300枚。ブックカバーが無くなり次

第終了とさせていただきます。

一箱店主がお店をオープン！　
「BAR山小屋」の前で
一箱古本市開催中！
【めめんと書房】
3回目の参加です。美術書や音楽書を
中心に雑多な品揃えとなります。束見

本（本を作る前に本番と同じ紙でサン

プル製本した白紙の本）も販売します。

メモ帳や日記にどうぞ。また今回、皆

さんと少し離れた場所に出店します。

会場から少し歩きますが、古井戸があ

る風情豊かな横丁なのでぜひ足をお運

びください。

つれづれ団
「ああ、なつかしのあの企画を今」
石巻一箱古本市 10回目の開催を記念してつれづ

れ団が過去に実施した 100種類（？）のプログ

ラムの中から選りすぐりのプログラムをパワー

アップして提供します。当日会場にてお会いでき

るのを楽しみにしております。

①オリジナルブックカバーをつくろう（WS）

②市民が選ぶ勝手に一箱古本アワード 2021

③ブックしりとり

④冊子「大きな紙の使い方」市民参加型ライブ編集

⑤（大人気ない）本にまつわるジマン大会

⑥つれづれ BOOK STORE
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    Setsu  (2F)
企画「ここにいる人」
最近よく思うことがあります。石巻中心部の最大の観光資
源はコミュニティなのではないか。ということで、setsu
の 3人も仲間に入れてもらっているコミュニティの楽しい
メンバーたちを紹介しつつ、それぞれから古本を出品して
もらいます。setsu という一室で、観光気分が味わえます。
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展示「石巻一箱古本市の 10年」

展示「石巻一箱古本市の 10年」

企画「カバーおかけします！」

( 石巻まちの本棚／旧観慶丸商店／ IRORI 石巻／石巻商工信用組合／ Chez Setta ／キムラ

ふとん店／サルコヤ脇駐車場／パナックけいてい／アイマークス１階／カンケイマルラボ

＊駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

主催 : 石巻まちの本棚

2012 年 7月にスタートし、今年で 10回目をむかえる石巻一箱古本市！本好き店主さんたちが集まり、各
自が段ボール箱ひとつ分の古本を販売する本のためのフリーマーケットです。まちなかでの本との出会いを
のんびりとお楽しみください。各会場で展開されている特別企画もございます。

(宮城県石巻市中央 2丁目 3-16 たん書房ビル 1階 )　 イラスト : 齋藤寛子

☆出張筋トレ@石巻

JR 石巻駅

石巻一箱古本市はおかげさまで今回で 10 回目。

石巻の「まち」も大きく変わってきました。これ

までの 9回を振り返りながら、その変化も感じ

て下さい。



＜お客様へのお願い＞
・悪天候および宮城県内での新型コロナウィルス感染状況により、開催内容の変           
  更や中止となる可能性がございます。
・ご来場の際は、マスク着用でお越しください。
・会場では消毒液を用意いたしますので、こまめな手指消毒にご協力ください。
・風邪症状など体調が悪い場合は、来場をご遠慮ください。石巻まちの本棚HP

第１０回石巻一箱古本市の個性的な出店者を一挙ご紹介。一箱の本を持
ち寄り商店街に１日だけの大きな本屋さんをつくります。

❶旧観慶丸商店

 一箱店主  紹介！

 
☆ななみやたかちん
こんにちは。『ななみやたかちん』です。久しぶりに出店させていただきます。対面で
一箱ができること、そして石巻で開催できることを心からお祝い申し上げます。しばら
く休んでいた分を挽回したいと思います。古いものばかりですが、どうぞゆっくりご覧
ください。

☆一坪書店文庫
一坪書店文庫は、学書塾を兼ねたお店です。子どもたちの相手をしていて、感じるのは、
子どもたちが、活字を読む楽しみを知ったら、もっと生きやすくなるだろうなあという
事。だから、彼らに向けて、絵本や児童書を中心に販売します。絵本や児童書は、バリ
アフリー。小さな活字を読むのが難しくなった大人も楽しめます。店主は、昨年病気し、
今も左半身にマヒがありますので、お客様の助けをお願いする場面があるかと思います。
よろしくお願いします。

☆ばったりたおれ屋
アートブック、旅・食・暮らし系、絵本、リトルプレスなど。手作りあみぐるみのおた
まもあるよ。  Twitter:@battaritaoreya

❷IRORI 石巻
☆高橋書店

❸石巻商工信用組合軒下

本好き人生のなかで、出会った本をお届けします。

☆花水木
マンガ、文庫本。倉庫の整理の為、4冊 100円！？などでご提供します。お楽しみに！

☆らんたん文庫
世界や日本各地へ旅に出たくなるような本や児童書を中心に揃えています。初めて一箱
古本市に参加となるので手探りですが、よろしくお願いします。
Twitter:@funny_bb

☆月と六ペンス
素敵な本をお持ちします。

☆ボルネオ書店
幼い頃に心をときめかせたボルネオの熱帯雨林。その熱い心を忘れず幾多の困難を乗り
越えやっと掴んだ現地調査の機会。ボルネオの森林ではどんなハチャメチャが待ち受け
ていたのでしょうか。珍獣「マメジカ」の世界的権威のM教授といっしょにボルネオ
の森から石巻の未来を見てみませんか。

❹ Chez Setta

❺ キムラふとん店

☆本 Setta
編み物、料理、健康、植物ほか。日常生活にお役立てください。

☆くものす洞
石巻での出店もとうとう連続 10回目となりました！
いつもの通りの本の本などこの 1年で読了したおすすめ本に加え、安野光雅や生きも
の系の絵本を持って行きます。ZINE「くものす洞が石巻で売った 257冊」発行予定。

☆みちのく書房
石巻の一箱古本市、１０回目を迎えるんですね。おめでとうございます。今回が２回目
の出店です。新型コロナウイルス禍で、集まってワイワイできない世の中ですが、一箱
古本市で、本を巡るあれこれをお話できれば ...。東北や旅にまつわる本をはじめ、小説、
ノンフィクション、エッセーなどを多彩に取りそろえてお待ちしています！

❻サルコヤ脇駐車場

☆こども商店
「こども商店」は、「石巻日日こども新聞」のこども記者有志によるお店です。2012年
の創刊から 10年を迎えた今年、第 55回吉川英治文化賞を受賞しました。さて、この
こども記者たちは、普段、どんな本を読んでいるのでしょうか？子どもたちの絶妙な営
業トークに今年もご期待ください。3年連続の販売冊数第 1位目指してがんばりま
す！！お買い上げの方にもれなく石巻日日こども新聞の39号をプレゼントいたします。

☆２２：２２
書店名「22:22」はフランス語で「ヴァンドゥ ヴァンドゥ」と読みます。宮城学院女
子大学出身の 3人が、卒業後に「誰かの居場所になる本屋さんをつくりたい」という
思いから立ち上げたユニットです。現在は Instagram上で開店しており、毎週金曜日
の 22:22 に、3人のスタッフと監督が厳選した 1冊を紹介しています。
今日が初めてのイべント参加です。ご来店お待ちしております！
Instagram:@2222_books   

☆九月社
歴史、哲学、民俗学、社会学など人文系の書籍、小説や漫画などをお持ちします。若干
数オリジナルグッズや冊子も作りたいと思っています。写真集を作ろうかな。
Twitter:@kugatz  

☆private books PAYANCA
毎回好評のこだわりコミックをはじめ、新書・文庫の小説、人文系学術書もあります。
店主チョイスのマニアックな洋楽CDもちょっとだけお持ちします。
Twitter:@PPayanca  

☆ちょっと今ここだけの本屋
文庫本や、写真集、レトロな商品を出品します。ここでしか私のお店には出会えません
ので、是非おこしくださいませ！

☆こどもの本 ポプラ社
人気の「はじめての名作童話シリーズ」「コミック版日本の歴史シリーズ」などをドドー
ンと大放出。今年創刊の「キミノベルシリーズ」もいっちゃいます。未就学から高学年
くらいまでの本を取り揃えております。

❼ パナックけいてい

❽  アイマークス １階

☆パナけいブックす。
特集、本の雑誌の本。初期の沢野画伯の表紙も並べます。
他、ジャズ関係、春樹関係？ 珈琲 200円

☆まちライブラリー＠岩出山
コロナ禍で開館が難しくなった私設図書館は、読書メーターというSNSで、全国の読
者とつながり本の交換をしてきました。今回は読書メーターでの話題本を中心に、レ
ビュー（感想）をＰＯＰにして、ＰＯＰとともに展示販売いたします。どうぞ、読書の
世界をお楽しみください。librize.com/places/1797

☆サフランブックス
読まなくなった本を中心に、オリジナルポストカードや、トートバッグの販売を予定し
ています。

☆りょくし堂
絵本を中心に、雑多に持っていきます。  https://ryokusido.com

☆あかしや
店主がちょっと気になった本で、なんとなく勧めたい本です。

❾  カンケイマルラボ

☆ゆずりは書房
2011年神奈川県で創業。2018年石巻に移転と同時に宮城県古書籍商組合に移籍。学
術書・和本・戦前資料を中心に取り扱っています。今回は石巻のために、マニアックな
品揃えで人肌脱がせていただきます。

☆浦書店
名前は知ってるけど、読んだことはない。せっかくだし、買って読んでみるか、そんな
きっかけになるように、ゆるりとしラインナップです。

☆出張筋トレ @石巻
石巻一箱古本市に何度も出店してくれた石井ゆかりさんの占いの本を販売。石井さんに
代わって「３年の星占い　2021-2023」12星座別を数冊ずつを、一言おみくじカード
付きで販売します。

☆ちんじゅう
今年も二人で参加できることをとても嬉しく思っています。二人が持ち寄った本たちが，
箱の中で甘く，酸っぱく…発酵して、
そこはかとなく旨味が出てくるのではと楽しみです。

☆一箱堂
文庫本と単行本で、泣かせます、笑わせます、かんがえてもらいます。
ミステリーや時代物も用意していますので、お楽しみに！

☆六日町ナマケモノ書店
「大人の休み時間」をテーマに、風変わりな本と買う必要のない雑貨を並べた書店です。
今年 4月に栗原市の栗駒六日町通り商店街に開業しました。ナマケモノ書店がある六
日町通り商店街には、この 6年間で 13店舗の新しいお店ができました。たくさんの方
に来ていただける楽しい町にしようと、商店会役員や若手の店主たち、地域おこし協力
隊がいろいろ工夫をしながらがんばっています。ぜひ一度足をお運びください。　　　
https://www.facebook.com/muikamachi.slothbooks　
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