
新 し い 仲 間 と 出 会 え る 「 本 の 文 化 祭 」

3.23(SAT) 10:00-19:00  24(SUN) 10:00-17:00
※DNPプラザの一部コーナーは11:00‒20:00の営業となります。

詳しくは  本のフェス  で検索　https://honnofes.com/

主催： 本のフェス実行委員会／読売新聞社／大日本印刷（DNP）
後援： 日本書籍出版協会、神楽坂商店街振興組合、神楽坂通り商店会、新宿区、新宿観光振興協会
協力： 本の雑誌社、神楽坂ブック倶楽部、龍公亭、毘沙門天 善國寺、粋まち、新宿区立漱石山房記念館、
 神楽坂化け猫フェスティバル事務局、ギンレイホール、高齢者福祉施設 神楽坂、神楽坂モノガタリ、
 BAR鎹、神楽音、ギャラリー抱月、アンスティチュ・フランセ東京

毘沙門天 善國寺、漱石山房記念館、
神楽坂モノガタリ他

DNPプラザ（東京都新宿区市谷田町1-14-1）
DNP市谷左内町ビル（東京都新宿区市谷左内町31-2）

メイン会場 サブ会場

スタンプラリーも開催！



DNP市谷左内町ビル  本の大販売会/本の雑誌商店街 p9

DNP市谷左内町ビル  ルームA p10

DNP市谷左内町ビル  ルームB/ロビー p11

毘沙門天 善國寺 p12

まちなか会場 p13-14

スタンプラリー p15
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目 次

「本のフェス」は、
新しい本の楽しみ方を実践するイベントです。

目指すのは、本の世界の野外フェス。

読書会や、本の交換会、ブックカフェに複合型書店。

本の楽しみ方は、近年ますます広がっている。でもそれは、あくまで本好きの間での話。

読むことの楽しさは、まだまだこんなものじゃない。

今こそ本は、読む人読まない人の壁を飛び越えた、新たな楽しみ方と出会うときだと思う。

目指すのは、本の世界の野外フェス。

それは、本を通じて人と人が繋がり合う場所。

本の持つ世界を、聴いたり味わったりすることができる場所。

様 な々書店の出張店舗や数 の々イベントが、

すべての人へと、あらゆる本の楽しみ方を広げていく。

本の歴史の新たな1ページが、ここから始まります。

今年の「本のフェス」はこれに注目だ!

今年の「本のフェス」はこれに注目だ! p3

EVENT MAP p4

TIME SCHEDULE p5

DNPプラザ  1F/B1F p6

DNPプラザ  2F p7

DNPプラザ  2F p8

本のフェス  注目イベント

本のフェス  テーマソングが決定!

本のフェス×hontoブックツリー

スタンプラリー 自己紹介バッジ

「本を通じて出会った新しい世界」
「hontoブックツリー」コラボ企画。「本のフェス」実
行委員が「本を通じて出会った新しい世界」をテーマ
に選書したブックツリーを展示（DNP市谷左内町ビル）。さらに「神楽
坂モノガタリ」ではブックツリーから店主がセレクトした本が購入でき
ます。経歴も趣味も違うメンバーの個性豊かな選書があなたの世界を広げてくれるかも?

今年はメイン会場に加え、サブ会場、まちなか
会場をめぐるスタンプラリーを開催! 各会場に
は、市ヶ谷・神楽坂・飯田橋にご縁のある文豪
の印鑑をご用意。週末の散歩のお供にぜひ。

“本の野外フェス”を目指している「本のフェス」に念願のテーマソングができま
した! ノスタルポップな音楽性で、今、業界最注目のシンガーソングライター
でドラマーのmeiyoが、『本屋さん』というオリジナルソングを提供してくれた
のです。やったーーー!! ご本人にとって、本屋さんは“人生が変わるきっかけ”
にあふれた場所。「すべての本が、あなたに読まれる日を待っています。」とメッ
セージをいただきました。ちなみにmeiyoが好きな本は平山夢明『ダイナー』
で、 悪趣味なのにキュンとして、お腹が空く素敵な小説だとか。

■ 朝井リョウ×TBS・宇垣アナトークショー
平成生まれの二人が「平成の文学」について
熱く語る!　▶詳しくはP11

■ お子様向けイベントも充実!
NHK Eテレ放送中の「ねこねこ日本史」「オトッペ」
のコーナーが登場。　▶詳しくはP8

■ 今年の本のフェスは漱石づくし!
一夜限り漱石Barが登場。漱石山房記念館では
茂木健一郎氏が漱石トーク!　▶詳しくはP13・14

■ 毘沙門天で本のお祭り!
落語に講談、怪談話。
本の産直市では活きのいいぴっちぴちの本が!　
▶詳しくはP12

■ 黒沢清監督作品　オールナイト上映!
ギンレイホールでオールナイト! 
夜も楽しい「本のフェス」!　▶詳しくはP13

来場者・出展者・主催者ともに、好きな作家、
好きな作品を記入できるバッジをご用意!
同じものが好きな仲間を見つけられるかも！？
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TIME SCHEDULE
3/

23
DNPプラザ DNP市谷左内町ビル

サブ会場・まちなか会場
2F イベントコーナー 2F ワークショップ ルーム A ルーム B

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

ACCESS

EVENT MAP

▶DNPプラザ
 東京メトロ有楽町線・南北線  市ケ谷駅  6番出口から……徒歩1分
 JR市ケ谷駅から……徒歩5分
 都営新宿線市ヶ谷駅 1番出口から……徒歩6分

▶DNP市谷左内町ビル
 東京メトロ有楽町線・南北線  市ケ谷駅 6番出口から……徒歩10分
 JR市ケ谷駅から……徒歩13分
 都営新宿線市ヶ谷駅 1番出口から……徒歩13分

▶毘沙門天 善國寺 （新宿区神楽坂5-36）

▶神楽坂モノガタリ （新宿区神楽坂6-43 K’sPlace）

▶漱石山房記念館 （新宿区早稲田南町７）

3/

24
DNPプラザ DNP市谷左内町ビル

サブ会場・まちなか会場
2F イベントコーナー 2F ワークショップ ルーム A ルーム B

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

※3/22（金）・3/23（土）23:00よりギンレイホールにてオールナイト上映会

※終日実施のイベントは次ページよりご覧いただけます。

マークはスタンプラリー実施場所です。
受付時間は会場ごとに異なります。
詳しくは15ページをご覧ください。

TORIPPLE
トークショー

「世界に通用するマナー」
トークライブ

「オトッペ」と
楽しく遊ぼう！

「ねこねこ日本史」着ぐるみ

「ねこねこ日本史」着ぐるみ

美声女ユニット
ｅｌｆｉｎ’のおはなし会

「ねこねこ日本史」クイズ大会
 BOOK STAND.TV

トークライブ

酒井レオトークライブ

「ねこねこ日本史」クイズ大会

「オトッペ」と
楽しく遊ぼう!

オリンパス　
神楽坂撮影講座①

服部文祥トークライブ

オリンパス　
神楽坂 撮影講座②

読まずに「わかる!」
読書術 特別講座

長谷川義史
トークライブ＆サイン会

みんなの読書会
平成の文学　

朝井リョウ×宇垣美里

箕輪厚介トークライブ

ビブリオバトル★
ビジネス本

ここから何か
生まれるかも会議

（ここ何）

辞書引き学習体験会

『居眠り磐音』
トークショー

猫町倶楽部　
読んだことのない
本を語る読書会

第1回 本の虫サミット

龍公亭
絵本よみきかせ

龍公亭　
歴史小説いろはトーク

BAR鎹　　
漱石Ｂａｒ『こころ』を
読む－若松英輔さん

を囲んで－スナックコア　
ムンロ王子朗読
（～21:30）

毘沙門天 
善國寺　

落語&講談

神楽音
大槻ケンヂ

弾き語りライブ
（～22:00）

毘沙門天 
善國寺　

化け猫怪談会

神楽音
本のライブ　

神楽音　
猫町DJナイト
（～22:00）

漱石山房記念館　
茂木健一郎
トークショー
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DNPプラザ DNPプラザ

■ ふたりの写真家むらいさちと川野恭子が同じ場所を見つめたら 
　 in 台湾。フォトライフ誌TORIPPLE Vol.9 発売記念トークショー
2人の写真家むらいさち氏と川野恭子氏が手掛けるフォトライフマガジン最新刊の『TORIPPLE 
Vol.9』発売記念トークショーを実施。当日は販売＆サイン会も開催。皆様のお越しをお待ちしており
ます。（事前申込不要）

■ パネル展示「居眠り磐音…小説といよいよ公開される映画の魅力を紹介」
累計発行部数2,000万部を超える佐伯泰英氏の『居眠り磐音』。この春、新たに『居眠り磐音 決定版』
として刊行がスタートした。 そして松坂桃李主演、その他豪華俳優陣で映画化が決定! 5月17日より
全国公開。このベストセラー小説と映画の魅力を紹介。

■ オリンパス　神楽坂 撮影講座
カメラの設定や撮り方のコツを神楽坂を撮り歩きながら学びます。今回はむらいさち氏と川野恭子
氏の2人の先生をお呼びして、1チーム15人の2チームに分かれていただきます。どちらの先生の
チームになるかは当日のお楽しみとなっております。皆様のご参加お待ちしております。

■ いか文庫のイカを探せ!
エア本屋のいか文庫が今年も「本
のフェス」に登場! 会場内のどこかに

「イカ」がいる! イカを探しに「本の
フェス」にレッツゴー!

■ サバイバル登山家・服部文祥トークライブ
人工物に頼らない独自の「サバイバル登山」を続ける服部文祥氏が、家族との日常生活や子育ての
中で、自身の哲学をどう貫いているのか!? hontoのオフィシャルマガジンで連載中『サバイバル家
族』のライブ版、「家族」や「子育て」をテーマに服部氏にお話しいただきます。

■ 百書店大賞
Ｈ．Ａ．Bookstore／双子のライオン堂が今年も「本のフェス」に！ 全国の書店からセレクトされた「2018年に読んだ本」を、「百書店
大賞」として表彰。各書店からの選りすぐりの本が一堂に会した小さな本屋が登場します！ 各書店の選書コメントが掲載されたパン
フレットも販売。

■ 写真スタジオ・ホリーホック
プロカメラマンによる撮影体験! 東京ミッドタウンにあります写真スタジ
オ・ホリーホックが、「本のフェス」に来られ
たお客様対象にご家族撮影を特別価格で
行います。ぜひこの機会にお試しください。

■ 在ドイツ作家・六草いちか「世界に通用するマナー」トークライブ
国際的に通用するマナーは優雅さを求めて生まれたのではありません。その神髄は意外にシンプル
で合理的。『大使夫人にこっそり聞いた失敗しないヨーロッパ式マナーブック』（大修館書店）著者が、
大使夫人や通人たち直伝の〈日本でもすぐ使える〉ヒントやコツを分かりやすく解き明かします!

■ 松永天馬×原カントくん
　 BOOK STAND.TVトークライブ
バンド・アーバンギャルドのヴォーカルであり、作家としても活躍する松永
天馬氏。この日はあえて「ノンフィクション」縛りで、彼の推す作品について
掘り下げます。進行役は、「水道橋博士のメルマ旬報」「本屋B&B」等のプロ
デューサーでもある編集者の原カントくんが務めます。　※当日の模様は、後日

「BOOKSTAND.TV」（BS12にて毎週金曜日26：30～27：30放送）にて放送予定。

■ 「全米カリスマコーチ」酒井レオの最新子育てメソッドトークショー
親の意識を変えることで、世界に通用する子供にすることができるヒントや、実際に世界一流に育つ
子供たちの教育方法の最新情報を、自身の経験をもとにわかりやすくお伝えします。

〈講師：酒井レオプロフィール〉 NPO法人Pursue Your Dream Foundation創業者。米国Little 
Monster Inc パートナー。バンク・オブ・アメリカで最年少でNo.１セールスを達成。

■ コードギアス  反逆のルルーシュ ─魔神を辿る日─
完全新作劇場版「コードギアス 復活のルルーシュ」が公開され、 ますます盛り上がりを見せる

「コードギアス」。 そんな本作の企画展を東京アニメセンターで開催。
情報は随時東京アニメセンター公式web、Twitterで発信していきますのでお見逃しなく!

1F 2F EVENT

3/23  10:30-12:00 For Free

 全日 For Free

3/23  13:00-18:00  ¥5,000 申3/23

3/23  15:00-16:00 For Free  申 全日

 全日 ¥

3/24  10:00-11:30 For Free  申

■ クラフトマルシェ＠フォトコト
写真プリントを使ったクラフトワークショップ。本のしおりや、アルバムを講師に教えてもらいながら楽し
く手作りしよう! 完成したら、ステキな方へのプレゼントにしたり、お部屋に飾ったり、自分のタカラモノ
にしたり。使い道はいろいろ! （事前申込不要）

3/23  11:00-16:30（最終受付） ¥

3/24  12:30-14:00 For Free  申

■ 本のフェス×BooQ「私たちのアイドル＆ぼくたちのヒーロー」
丸善雄松堂「本のある場づくりサービス」BooQ（ブック）コラボ展示。創業150周年を迎える丸善が、
本棚で文化のクロニクルを表現。今回は、あのころ憧れた時代のアイドル＆ヒーローが本棚に勢揃い! 
本のフェス出演者をはじめ、あなたのアイドル＆ヒーローを紹介する参加型展示も!

3/23  3/24  11:00-20:00

3/24  15:00-16:30 For Free  申
3/24 まで  11:00-20:00（展示最終入場19:30） For Free

DNPプラザ B1F

©2019 映画「居眠り磐音」製作委員会

¥ ＝有料（税込） For Free ＝無料 申＝事前申込優先    
※申込方法はオフィシャルサイトをご確認ください。



本の雑誌商店街
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■ 戎光祥出版
文芸、歴史、神道（神社）、鉄道に関する書籍
を多数出品。フェス限定の特別価格（２割引
き）で販売。

■ GB
街歩きガイド書と実用書を中心に「愉しさ、感
動、発見」を社会に提供する書籍を発行。

■ 大修館書店
『ジーニアス』『明鏡』などの学習辞典や一般
書も販売。会場限りの購入特典や特製グッズ
のプレゼント付きアンケートも実施。

DNPプラザ 2F 親子コーナー
■ 「オトッペ」と楽しく遊ぼう!
ＮＨＫ Ｅテレで放送中（月～金午前8時40分～45分）の「オトッペ」のグリーティング（着ぐるみ登場）
＆ワークショップを実施します。親子でぜひ遊びにきてください。グッズ販売コーナーも常設してい
ます。 ※イベントの内容等、変更になる可能性がございます。

■ TVアニメ「ねこねこ日本史」で楽しく学ぼう! ゆる～いクイズ大会
ＮＨＫ Ｅテレ天てれアニメ枠で放送中（毎週水曜 午後6時45分～54分）の「ねこねこ日本史」からク
イズを出題! 番組を見たことがない方も楽しめる内容です。お子様から大人の方までふるってご参
加ください。沖田総司の着ぐるみも遊びに来ます! グッズ販売コーナーも常設しています。
※着ぐるみ登場は、両日とも、11：00～11：30

■ 美声女ユニットelfin’（エルフィン）のおはなし会
NHK Eテレ「ねこねこ日本史」のオープニングテーマ『ぐるぐるポンポン大作戦』で話題の4人
組ユニットelfin’が今年も「本のフェス」に登場! 子どもだけではなく、大人にも感じてほしい絵
本の世界を、持ち前の美声を活かして朗読します。

今年もやって来ました、「本のフェス」名物「本の雑誌商店街」! 本の雑誌執筆陣や古書
店、出版社が本を並べて、わいわいがやがや本や雑誌を販売。今夜のおかずに商店街
で美味しい本などいかがですか？  〈出展予定〉140B、岡崎武志、荻原魚雷、カンゼン、
酒とつまみ社、旅と思索社、八画文化会館、星羊社、ますく堂、山と渓谷社、本の雑誌社
出展者は今後HP、SNSで更新いたしますので、ご注目ください!

■ 駅弁本屋
「本のフェス」名物「駅弁本屋」。駅弁売り
のスタイルで、今回もほっかほかのおい
しい本を会場中にお届けします。

〈参加者〉豆本の千工房ほか
★参加者募集中です！
E-mail:jimukyoku@honnofes.comまでお問い合わせください!

■ ハミングバード・ブックシェルフ
本を愛し、本屋を作る。「かもめブック
ス」の栁下恭平氏がプロデュース!
本棚専門店「ハミングバード・ブック
シェルフ」が「本のフェス」に!

■ 本が好き! 「一箱書店」
書評でつながる読書コミュニティ「本が好き! 」が初出展! 出版社に、今読んで欲しいオススメの本
を箱に詰めてください! と協力を依頼した「一箱書店」。どんな本が並ぶかは当日までのお楽しみ! 
読書生活が豊かになる「本が好き! 」の名作レビューも読めます。ぜひ、お立ち寄りください!

■ 誠文堂新光社
2月に発売となった小学生向きの読み聞かせブック『スポーツが得意な子に育つたのしいお話365』を
はじめ、大人も楽しめるふしぎやびっくりを解説する理科や算数の本、星や太陽・月のことがわかる天
文関連の本、昆虫や鳥・鉱物の図鑑、毎日使える料理書やすてきな手芸書を展示販売します。

■ LOVE絵本! 曼荼羅  協力：「この本読んで! 」編集部
好きな絵本、大切な絵本、思い出の絵本、あなたにとって特別な絵本を教えてください! イラストやメッ
セージと一緒にパネルに貼って”絵本カード”の曼荼羅をつくりましょう!

3/23  3/24  10:00-11:00  ¥500

3/23  11:30-12:00 3/24  13:00-13:30 For Free  

3/24  11:30-12:30 For Free

 全日

 全日

 全日

 全日

全日 全日

DNP市谷左内町ビル 本の大販売会
■ Only Free Paper
全国の多種多様なフリーペーパーが「本の
フェス」に大集合。お気に入りのフリーペー
パーを探しにいざ!

■ 操觚の会
歴史小説イノベーションを掲げる現役作家グ
ループ。作家自らが、創作秘話をダイレクト
に伝えます！

■ 早川書房
名作SFをモチーフにしたTシャツやトートバッ
クが話題のHAYAKAWA FACTORYブラン
ドの新作や限定商品を販売。

■ pokune
モルタルを素材として用いたブックスタンドや
ブックエンドなど、本にまつわるプロダクトを
手作業で制作。

■ 旅行読売出版社
「読んで楽しく、行って役立つ」旅の本がいっ
ぱいです。フェス限定の割引販売もします!
旅好き、本好き集まれ～!

■ エブリスタ
小説投稿サイト エブリスタ：来場者にオリジ
ナルトートバックを無料プレゼント!

（数量限定）

■ 寿郎社・亜璃西社
アイヌに関する様々な切り口の本など、ユ
ニークな人文書を北の大地から生み出してい
る札幌の小出版社。

■ 大日本絵画
しかけ絵本国内最多出版。売れ筋を消費税
なしの特別価格！ その他訳ありバーゲンブッ
クを数量限定で販売。

■ 中野活版印刷店
リソグラフと活版印刷ができるデザイン事務
所です。活版の商品や弊社の出版物を販売。

■ ベレ出版
「大人の学びなおし」をコンセプトに、語学・自
然科学・地理歴史の書籍を発行している神楽
坂の出版社。

■ ユネスコアジア文化センター
アジア太平洋地域の教育・文化の国際協力
活動を行う団体。オリジナルの多言語の本や
DVDを販売。

全日

全日

全日 ■ ナイスガイ
憧れられてしまうガイのためのフリーマガ
ジン。「有益な情報は一切与えない」という。

全日

■ ビーナイス
10年目を迎える港区で一番小さな出版社。
世界で最も美しい本コンクール2018銀賞絵
本等素敵な本が一杯。

全日

全日

全日

全日

全日 全日

全日

全日

全日

全日

全日

3/24

©NHK/オトッペ町役場

©2018「ねこねこ日本史」製作委員会

■ 山川出版社
歴史の教科書、学参、書籍の山川出版社。
大人も子供も楽しめる、お城や国旗の本を特
別価格で販売。

3/23

¥ ＝有料（税込） For Free ＝無料 申＝事前申込優先    
※申込方法はオフィシャルサイトをご確認ください。



DNP市谷左内町ビル ロビー

10 11

DNP市谷左内町ビル DNP市谷左内町ビルルームA ルームB
■ 読まずに「わかる!」読書術 特別講座 「レゾナンスリーディング」であなたの人生が変わる!
脳科学、認知心理学、ビッグデータに基づく速読を超えた「新読書法」。読書の概念が変わる! 読後の
行動に火がつく! これまで読書が苦手な人でも、速く読める。あなたもこの講座を体験し、読書で人
生を変えませんか？ 講師：渡邊康弘氏（レゾナンスリーディング開発者）

■ 『絵本作家のブルース』発売記念 長谷川義史さんトークライブ＆サイン会
絵本と読みきかせの情報誌『この本読んで! 』の人気連載と、同誌の長谷川義史氏特集に、加筆して
まとめた『絵本作家のブルース』刊行記念にトークライブを開催! トークライブ終了後、サイン会を行い
ます。『絵本作家のブルース』購入の方（持込可）、100名様（先着順）に会場で整理券を配布します。

■ 「みんなの読書会」 この指とまれ、 BOOK LOVERS!
好きな本について、「本のフェス」来場者と自由に語る読書会です。オススメの1冊を持参して語るパー
ト、本屋大賞ノミネート作『ある男』（平野啓一郎著）を課題本に語るパートの2部構成です。気になる
パートのみの参加も可。参加者によるSNS交換会で BOOK LOVERSをふやすチャンスも!

■ 平成の文学
『死にがいを求めて生きているの』（３月８日発売・中央公論新社より）の刊行を記念し、
作家朝井リョウ氏とＴＢＳ・宇垣美里アナウンサーによる対談イベントを開催。〝平成〟と
いう時代の闇と祈りが凝縮した本作の魅力を、同時代に生きる二人が熱く語ります。

■ 箕輪厚介トークライブ
いま話題の幻冬舎の編集者・箕輪厚介氏が「本のフェス」に登場! 出版不況といわれるなか、『多動力』

（堀江貴文著）、『日本再興戦略』（落合陽一著）などヒット作を連発する箕輪氏。稀代の編集者が“本”
のこれからを語る。白熱のトークライブをお見逃しなく!

■ 『居眠り磐音』時代小説の魅力から映画化への道のり
佐伯泰英原作・累計2,000万部を超えるエンターテインメント時代小説『居眠り磐音』が待望の映画
化。主演・磐音役に松坂桃李。監督は『空飛ぶタイヤ』と数々のヒット作を生みだしてきた本木克英。
ゲストに本木監督を招き、原作の魅力から映画化への道のり・裏話をスタッフと共に語り合う。

■ 猫町倶楽部  読んだことのない本を語る読書会
日本最大級の読書会コミュニティ「猫町倶楽部」が今年も「本のフェス」に! 当日会場内で見つけた本を
持ち寄って読書会を開催。もちろん当日見つけた本なので参加者の皆さんが語るのは「読んだことの
ない本」。なぜこの本を選んだのかを中心に語り合う新しい読書会です。

3/23  10:00-12:00  本付き¥5,000 ※本をお持ちの方は¥3,500 申 3/23  10:30-12:30  大人¥1,000 子ども（4歳～中学生）¥500 申

3/23  13:00-15:00  ¥500 申 3/23  13:00-14:30 For Free  申

3/23  15:30-17:00 For Free  申 3/24  12:00-13:00 For Free  申

3/24  13:30-16:30 申 ¥

■ ここから何か生まれるかも会議（ここ何）
コルクの佐渡島庸平氏が「小説を書かせたい! 」というカフェマメヒコのオーナー井川啓央氏。ここに角
田陽一郎氏と約30人のお客様をお迎えし、毎月、小説の公開編集会議を行っています。それが「ここ
から何か生まれるかも会議」（ここ何）。これを「本のフェス」でやっちゃいます!

3/24  10:00-11:30  ¥2,500 ※P14の本のライブとの通し券は¥4,000 申

■ 辞書引き学習体験会
中部大学教授深谷圭介氏が提唱する「辞書引き学習法」を小学生親子で体験! 『例解学習国語辞典

［第十版・オールカラー版］』（小学館刊）を使い、知っている言葉を自由に引き、調べた言葉に付せん
を貼っていく学習法により、子どもたちのやる気を引き出す。

3/24  12:30-14:00 For Free  申

■ 第1回 本の虫サミット
ギョーカイの多様な本の虫たちが、本の未来について明るく前向きに考えていく、ゆる～い井戸端会議です。イベント開催中に、
来場者のみなさんの声も集めますので、ご協力よろしくお願いします! （事前申込不要）

3/24  15:00-16:30 For Free

■ 日本能率協会マネジメントセンターpresents  
　 ビブリオバトル★ビジネス本　　　　　　　　　 協力：活字文化推進会議
一流のコンサルタントやマーケッター、ビジネスパーソンがバトラーとなり、ビジネス本をプレゼンテー
ションして勝敗を決めるビブリオバトルです。ぜひ、あなたも一票を投じてください! 特別ゲストも予定。

3/23  17:30-19:00 For Free  申 ※イベント内容等、変更になる可能性がございます。

撮影：露木聡子

■ じーにゃすカフェ
　（大修館書店×軒先珈琲）
本探しに疲れたら珈琲で一息いれま
せんか？ 軒先珈琲とコラボして休憩スペースをご用
意。ゆったりとした時間、辞書に触れていただくと素
敵なプレゼントも!（数量限定）空きスペースがブックカフェに! 軒先
珈琲は「煎りたて」「挽きたて」「淹れたて」のスペシャリティコーヒーを
一杯ずつハンドドリップで提供します!

■ ノンアルコール
  スナックざぎん
どこか懐かしい匂いが
する昭和の社交場です
のよ。でも、ママはい
つも不在。自由に休憩
していってちょうだい。

■ O'Reilly Japan×ファブ女
  LED Throwies 手作り
　ワークショップ
デジタルファブリケーションをもっとわ
かりやすく。DNPの有志「ファブ女」が
お届けするワークショップ。

■ 本ＴＵＢＥ
著者動画を中心に話題の新刊
本の情報を提供している人気サイト。
出演した著者400人の中からセレクト上映。

■ マジシャン ShuN
イベント、メディア多数出演の実力
派マジシャンがやってくる! 
ステージやプチマジック教室も開催!

■ カフェ マメヒコ
三軒茶屋と渋谷のカフエ マメヒコ。珈琲、デザート、
家具に至るまで本物だけのカフェです。当日は、本や
コーヒー豆を販売します。
エトワール★ヨシノが登場するかも!?

■ 音楽ライブ
フェスにはやっぱり音楽も!

〈参加者〉 ミギー、DNPフィル他

■ 光和ビール
本を楽しむ優雅な
時間を提供した
い。本の街、神田
神保町で誕生したクラフトビー
ル! スタンプラリーに参加して生
ビール割引券をゲット!

 全日  珈琲1杯¥400  全日 For Free

 全日 For Free

全日

全日

全日

3/243/23

¥ ＝有料（税込） For Free ＝無料 申＝事前申込優先    
※申込方法はオフィシャルサイトをご確認ください。

©2019 映画「居眠り磐音」製作委員会
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毘沙門天 善國寺 まちなか会場
■ 尻流複写二（落語）×神田鯉栄（講談）
　 パフォーマンス＆トークライブ
ラジオDJ、 『名探偵コナン』の仏語翻訳など幅広く活躍するフランス人落語パ
フォーマー尻流複写二（シリル・コピーニ）氏と、28歳で添乗員から講談師に転身
した女流講談師神田鯉栄（かんだ・りえい）氏によ
るパフォーマンス＆トークライブ! 落語や講談の魅
力、コミュニケーション、日本語の不思議さ面白
さについて、ざっくばらんでお茶目な軽快トークを
お楽しみください。講談の演目は、仕事と恋に揺
れる心を描いた新作「鉄砲のお熊」を予定。落語
や講談が初めての方に向けて解説します。

■ 化け猫怪談会
化け猫怪談会を東京で初開催！！ ひたすら
に怪しい物語を怪談師たちが語ります。
出演：村上ロック、
ゴールデン街ホ
ラーズ、小森他

■ 新潮文庫キュンタ×厨子本棚
おこもり読書空間「厨子本棚」には、新潮文庫がズラリ。新潮文庫のキャラクター「キュンタ」を描いて、
読んでみたい文庫をゲットしよう!

■ 漱石フォトスポット
神楽坂に住んでいた夏目漱石。毘沙門天の辺りで腰をかけ、境内の柳をみたことが日記に書かれてい
ます。漱石が休憩した場所で写真を撮りませんか？

■ 古本屋  燐光（りんこう）
「本と酒とエスプレッソ」をうたっている神楽坂の名店・BAR鎹
（かすがい）の女性マネージャーが自らの古本を販売!

■ 神楽坂おかみさん会
地元神楽坂で生業を営むおかみさんたちが集まって、文化振興
のために活動しています。オリジナルグッズを販売。

■ 青空ブックBar
【光和ビール】 本を楽しむ優雅な時間を提供したい。本の街、神田神保町で誕生したクラフトビールを飲んでみませんか。
【虹有社】 旅とワインとワンコが大好きな出版社。ワインの試飲販売も予定!
【神楽坂 和茶】 抹茶など和のお茶を茶室で楽しんでいただくカフェ、和茶。今回はワンコイン和茶セットをご提供します。

■ 本の産直市
ほぼ“ひとり出版社”の作り手たちが、自信のラインナップを読者へ直接販売。少部数ながらキラリと
光る本を「推し売り」! 手作りブックカバー屋さんも初参加。デニム、帆布、動物や北欧柄など様々な
生地で６サイズを展開。お気に入りの1冊を楽しく演出します。 〈出展予定〉sora（雑貨）、共和国、 
猿江商會、トランスビュー、那須里山舎、西日本出版社、バナナブックス、本屋lighthouse

3/23  15:00-17:00（開場14:30） ¥2,800 申

■ 【龍公亭】 歴史小説いろはトークin神楽坂  第2弾!
歴史小説イノベーションを掲げる「操觚の会」が楽しく歴史小説を語るトークライブ第2弾。ズバリ!

「どんな明智光秀を描きたいか」。龍公亭名物「中国茶あんみつ」をいただきながら、作家先生た
ちとぜいたくなひと時を!
参加作家（予定）:鈴木英治、早見俊、秋山香乃、谷津矢車、鷹樹烏介、司会 誉田龍一

3/23  15:00-16:00  ¥1,500（あんみつ、お茶付き） 申

■ 【龍公亭】 出張おとなの絵本プロジェクト★よみきかせデイタイム 
　 ｉｎ本のフェス神楽坂
大人も絵本を通じて、ワクワクしたり、ほっこりしたり、自分らしい時間を過ごしましょう! 龍公亭
のスペシャルミニランチを食べながら、絵本の話で盛り上がり、食後に絵本の読み聞かせ会を行い
ます。みなさんに紹介したい絵本があれば1冊ご持参ください。読み手も当日募集します。

3/23  11:30-14:00  ¥1,500（特別ミニランチ付き） 申  当日会計

■ 【神楽音】 大槻ケンヂ弾き語りライブ at 本のフェス
メジャーデビュー30周年を迎えた筋肉少女帯のボーカリストであり、数多くの著作を持つ大槻ケン
ヂ氏による弾き語りライブ。昨年末にはソロプロジェクトである「大槻ケンヂミステリ文庫」名義で
フルアルバム『アウトサイダー・アート』をリリース。会場では大槻氏の著作も販売。

3/23  18:30開場 19:00開演  イベント受付終了

3/24  15:00-18:00  ¥2,000 申

 全日 For Free  

 全日

 全日  全日

 全日

 全日
■ 【スナックコア】 ムンロ王子 朗読エンタテインメント『安寿姫』
東京大学法学部を卒業、タロット占い師とシャンソン歌手という2つの顔を持つ異色のアーティスト、
ムンロ王子が、森鴎外の『山椒大夫』を現代風にアレンジした朗読劇『安寿姫』を神楽坂のスナックコ
アで開催。「本のフェス」初お披露目のエンタテインメント・ストーリーテラーを見逃すな!

3/23  19:00-21:30  ¥5,400（飲み放題付き） 申

■ 【ギンレイホール】 黒沢清オールナイト
〈オールナイト上映作品〉 『Seventh Code セブンス・コード』（2013年）／
『回路』（2001年）／ 『岸辺の旅』（2015年）　
★トークゲスト 22日（金）：松崎健夫（映画評論家）
 23日（土）：黒沢清、松崎健夫　
黒沢清監督：大学時代から8ミリ映画を撮り始め、1983年に商業映画デビュー。近年
の代表作に『岸辺の旅』（15）『クリーピー 偽りの隣人』（16）『散歩する侵略者』（17）など。前田敦子、加瀬亮、染谷将太、柄本時生を迎え、全
編ウズベキスタンで撮影を行なった最新作『旅のおわり世界のはじまり』が初夏公開。

3/22  3/23  23:00- 申  ¥

■ 【BAR鎹
かすがい

】 漱石Ｂａｒ『こころ』を読む  ─若松英輔さんを囲んで─
「本と酒とエスプレッソ」をうたっている神楽坂の名店・BAR鎹（かすがい）が、２3日の夜、夏目漱
石ファンが集う「漱石Bar」に変わります。漱石の作品をイメージしたオリジナルカクテルが飲める!
特別イベント終了後、ビジターオープンに。

3/23  18:00-19:30 ※19:30以降も漱石Barは営業  イベント受付終了

（新宿区神楽坂2-19）

（新宿区神楽坂3-5）

（新宿区神楽坂3-5）

（新宿区神楽坂3-6）

（新宿区神楽坂6-48）

（新宿区神楽坂5-1-1）

©2019「旅のおわり世界のはじまり」製作委員会／UZBEKKINO

¥ ＝有料（税込） For Free ＝無料 申＝事前申込優先    
※申込方法はオフィシャルサイトをご確認ください。（新宿区神楽坂5-36）
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まちなか会場

■ 【アンスティチュ・フランセ東京】 フランコフォニーのお祭り
フランコフォニーの世界へようこそ!　国境を越え様々な文化が共存する広い世界、フランコフォ
ニー。 アンスティチュ・フランセ東京は素晴らしい世界一周の旅へ皆様をご招待します。 3月23日

（土）に開催される「フランコフォニーのお祭り」では、フランス語圏の国と地域が集まり、多様性
に満ちた音楽、美食、映画、工芸品、文学、観光情報そしてフランス語を発見していただけます。
ぜひ、ご家族やお友達と一緒に、忘れられない充実したひとときをお過ごしください!

3/23  12:00-19:00

■ 【ギャラリー抱月】 宮本輝全著作展
芥川賞作家であり同賞の選考委員もつとめる宮本輝氏の42年に及ぶ著作を一堂に展示します。昨年36年に及ぶ歳月をかけて
書き継いだ大河小説『流転の海』シリーズや、『蛍川』『優駿』など時代を作り上げてきた作品たちをぜひご覧ください。

3/23  12:00-19:00 3/24  12:00-17:00 For Free

■ 【漱石山房記念館】 漱石のある人生  ─100年読まれ続ける魅力に迫る─
漱石作品の魅力はどこにあるのか? 漱石は、いったい何に悩み、苦しんでいたのか? 漱石を「最も尊敬す
る芸術家の１人」と捉える茂木健一郎氏に、その魅力についてお話しいただきます。漱石をまだちゃんと
読んだことがないという方々の参加も歓迎いたします!

3/24  16:00-17:30  ¥2,500 申

■ 【神楽音】 本のライブ（meiyo＆エトワール★ヨシノ）
シンガーソングライターでドラマーのmeiyoが、「本のフェス」のテーマ曲『本屋さん』をひっさげて
登場です! ノスタルポップな音楽性に注目! そして「ここ何」の井川啓央氏の別の顔、女性シャンソン
歌手!? 「エトワール★ヨシノ」が少女歌劇団や豪華バンドと共に、人生の酸いも甘いも歌い上げます!

3/24  15:00-18:00  ¥2,500 ※P10の「ここ何」との通し券¥4,000 申

■ 【神楽音】 猫町DJナイト
「本のフェス」のトリをつとめるのは来場者参加型のDJイベント! 定番のクラブミュージックだけでなく、ロックあり、日本語ラップ
あり、更にはクラシックありとなんでもあり。DJをやったことがない恥ずかしがり屋の方でも、盛り上がっていただけます。

3/24  19:00-22:00 申 ¥

■ 【神楽坂モノガタリ】
「hontoブックツリー」と「本のフェス」がコラボした店頭フェアを実施。「本のフェス」実行委員が選
書したブックツリーの中から、店主がセレクトした本が購入できます。本に囲まれた落ち着いた空
間の中で、ゆっくりとしたひと時をすごしてみては?

3/23  3/24  12:00-20:00

■ 時代猫フェス
「猫＋時代や歴史」をテーマに仮装してフェスの会場を練り歩く♪ 時代の解釈は猫それぞれ♪ 高齢者
福祉施設 神楽坂では、プロのメイクさんによる猫メイクコーナー（有料）とお着替えブースをご用意し
ています。イカした猫になって、わいわいニャーニャー、みんなで目立っちゃいましょう♪

3/23  10:00-17:00 3/24  10:00-16:00

（新宿区神楽坂6-48）

（新宿区神楽坂6-48）

（新宿区神楽坂6-43）

（新宿区岩戸町19）

メイク受付場所：高齢者福祉施設 神楽坂 （新宿区矢来町104）

（新宿区早稲田南町7）

メイク料金  大人¥1,000  小学生以下¥500

問い合わせ：https://www.institutfrancais.jp  03-5206-2500

詳しくは猫町倶楽部HPまで

「化け猫フェスティバル」

今年はメイン会場に加え、サブ会場、まちなか会場をめぐるスタンプラリーを開催!
各会場には、市ヶ谷・神楽坂・飯田橋にご縁のある文豪の印鑑をご用意。

週末の散歩のお供にぜひ。

■ DNPプラザ （新宿区市谷田町1-14-1）
 3/23（土）10:00-19:00、3/24（日）10:00-17:00
■ DNP市谷左内町ビル （新宿区市谷左内町31-2）
 3/23（土）10:00-19:00、3/24（日）10:00-17:00
■ 毘沙門天 善國寺 （新宿区神楽坂5-36） 
 3/23（土）10:00-19:00、3/24（日）10:00-17:00
■ 漱石山房記念館 （新宿区早稲田南町7）
 3/23（土）10:00-18:00（入館は17:30まで）、3/24（日）10:00-17:00
■ 神楽坂モノガタリ （新宿区神楽坂6-43 K’sPlace）
 3/23（土）12:00-19:00、3/24（日）12:00-17:00
■ ギャラリー抱月 （新宿区岩戸町19）
 3/23（土）12:00-19:00、3/24（日）12:00-17:00
■ アンスティチュ・フランセ東京 （新宿区市谷船河原町15）
 3/23（土）12:00-19:00
 ※3/24（日）はスタンプラリーは実施いたしません。

2会場以上周った方：
DNPプラザフォトコーナーで使える
写真Lサイズプリント券1枚

3会場以上周った方：
DNPプラザフォトコーナーで使える
写真Lサイズプリント券2枚
もしくは毘沙門天 善國寺で
イベント期間中ご使用いただける

「ビール50円引＋おつまみ」券を差し上げます。

6会場以上周った方：
スペシャルプレゼントを差し上げます。

DNPプラザインフォメーションもしくは
毘沙門天 善國寺イベント受付場所にて。

DESIGN BY Bookmark

スタンプ設置会場・受付時間 景 品

景品引換場所

※時間・参加費等内容は変更になる場合がございます。最新情報は本のフェスHPをご確認ください。

DNPプラザ

DNP市谷左内町
ビル

神楽坂モノガタリ

ギャラリー抱月

漱石山房記念館

アンスティチュ・
フランセ東京 

毘沙門天 善國寺

文 豪 ス タ ン プ ラ リ ー

（新宿区市谷船河原町15）

同時
開催

¥ ＝有料（税込） For Free ＝無料 申＝事前申込優先    
※申込方法はオフィシャルサイトをご確認ください。




