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それは東日本への憧れからはじまった

望月

越智さんはどんな変遷で、平井まで行き着いたんですか？

越智

大学を卒業後は長野県でそのまま働いていたんですけど、結婚後に夫の職場が御茶ノ水へ転勤にな

り、その職場が御茶ノ水だからその沿線でなるべく安くて近いところを探した結果、平井になりまし

た。

望月
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旦那さんの転勤がなければずっと長野に？

越智

そうですね。長野では「おんせんブックス」という屋号で本屋をやっていました。その本屋を住居兼

店舗で家を借りるか建てるかして続けようと思っていたんです。でも夫の予期せぬ転勤で私の本屋は

閉めちゃいました。

もともと東京には住んでみたかったんです。出身は愛媛なんですが信州大学に合格後、長野県に住み

はじめ卒業後そのまま長野だとなんか面白くなかった（笑）。やっぱり出版関係のことをやっていこ

うと思うと、どうしても最終的に東京に行き着くんですよ。出版を見るんだとしたら東京しかないの

で、1年間だけ夫を長野においてでも東京に来ようかなと思っていました。

望月

じゃあ、ちょうど良かったんだ？

越智

ベストタイミングで来られて。ノーリスクだし（笑）。そんな感じですね。

望月

長野県での本屋はどれぐらいやっていたんですか？

越智

大学生のときに3年間やっていました。 

望月

どんなジャンルの本屋をやっていたの？

越智

最初はやりやすいんで古本屋から始めたんですけど、3年やっていた1年目で長野県内の新聞に載

り、それを見た地域の新刊書店店長さんから声をかけてもらい、あと2年間は新刊書店で働きつつ自

分の古本屋もやっていました。

古本から始めたんですけど、古本だけだとやっぱり本のことは分からなかった。新刊は新刊でですご

く面白く、全然別の世界だった。 この平井の本棚は、一応新刊も古本もやっているところなので、

自分ではベストなところに行き着いた感じはありますね。

望月
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最近、大学卒業後に地元に戻る子が増えているって話を聴くことがあるんですが、越智さんは信州大

学からのUターン就職は考えなかったのか？

越智

考えないですね。 地元はすごく好きだし、面白いところだし、どんどん面白くなったらしい。今治

出身だからタオルもそうですし、島にカフェがたくさんオープンしたり、UターンとかIターンで来て

くれる人も多く、かなり盛り上がっている地域でなんですが、私は別のところに住みたくて。どちら

かというと知らない土地に住みたくて。私が起業するときも両親は、「やりたいことやりな」って反

対はしなかった。

まだ全然帰る選択肢は考えてないです。でも親の介護とか今後のことになるとまた違ってくるかもし

れない。まだ今のところはないですね。

望月

そもそもなぜ愛媛から、信州大学だったんですか？

越智

海から出たかったんです（笑）。

望月

なるほど、山に（笑）。

越智

愛媛の反対側だと中国とか大阪になるんですが、四国の人たちが目指すレベルの高い大学って京都大

学や大阪大学なんです。でも私は東日本に行きたいと思って。ただそのときはまだ東京には住みたく

なかったんですよ。ちょっと怖かったから。いきなり人が多い東京に私は住めないなと思って。愛媛

に一番近い東日本の境目が長野県なんです。長野の隣の岐阜になると西の文化になるんですよ。

望月

なるほど。でもこの平井あたりは東京でも落ち着いているんじゃないですか？

越智

そうですね。そこはさすがに住む場所を選びました。

内海

平井はもともと住みやすさみたいな雰囲気も見ていたんですか？　
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越智

住み始める前にこの平井の本棚のプレオープンの時期が一ヶ月間あり、それをTwitterで知り平井に

は来たことがあったんです。

本屋が潰れちゃった街だった平井

望月

平井の本棚に来る客層はどんな感じなんですか？

越智

来る客層はばらばらです。やっぱり本を読んでいる人が来ますね。そういう意味では、そこでフィル

ターがある感じはします。

内海

そもそも平井は本屋が潰れちゃった街なんですよね。

越智

5軒ぐらいあったのが、どんどん潰れちゃった街です。だから本来は本を読む人たちがいるんですけ

ど、まだたぶん平井の本棚自身は認知度がそんなにない。みんな錦糸町と亀戸の本屋に買いに行った

https://10c89.com/
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りすることが多い感じかな。

内海

それはそうですよね。

越智

本を買う人が平井にはいっぱいいるんだと感じるのは、買取で家におじゃましたりするとそれが見え

ますね。ここにはニーズはある。この本屋をもっと使ってくれるようになればいいなって思っている

んですけど。

望月

ここの本のバランスは？

越智

置いてあるのは新刊が1割ほどで、ほとんど中古の本だから基本は中古メインです。買っていただく

ほうは、どっちも買われるのでよく分からないです（苦笑）。

内海

出版記念イベントをするとよく新刊を売ってますよね。

越智

出版記念イベントだと、やっぱり本がよく動きます。

内海

トークイベントの企画もたまにここでやっているんですけど、出版記念イベントはすごくやりやすい

ですよね。ベースで本という筋があって、かつそれである程度紹介ができる。でもイベント当日はそ

の筋から外れるものを聞きに来るので告知もしやすい。参加する動機もわかりやすいですよね。
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