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第 199 回京都図書館情報学学習会 2012 年 11 月 15 日（木） 

「ブエノスアイレス図書館＆本屋案内」祖父江長良（京都府立総合資料館） 

 

南米の音楽を本場で聴きたい！という夢を叶えるため2012年の夏休みを利用してアルゼ

ンチンに行ってきました。南米音楽にはフォルクローレ、ボサノバなど色々ありますが、

今回はアルゼンチンタンゴです。首都ブエノスアイレスでタンゴ三昧の日々の予定が、タ

ンゴショーは基本夜から夜中に開催されるため昼間はフリー。同じホテルに数日間滞在と

いうツアーで自由時間はたっぷりあるので「観光よりも暮らすように過ごしてみたい」と

ホテルから歩ける範囲の図書館をめぐることにしました。スペイン語も英語もしゃべれな

ので「見てきただけ｣の報告になりそうですがどうぞお付き合いください。各施設の HP や

もらってきたチラシや冊子などにもふれながら街の様子を感じていただければと思います。 

添付地図の①～⑭の順で巡ります。出かける前にまずは旅の準備から。 

＜参考資料＞ 

(1)ウェブサイト 

Google Map “ブエノスアイレス”とカタカナで検索 https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&tab=wl 

Buenos Aires Ciudad ブエノスアイレス市の HP  http://mapa.buenosaires.gob.ar/   

SHFT 観光案内サイト http://www.shift.jp.org/guide/buenos-aires/ 

(2)文献 

『月刊ラティーナ』http://www.latina.co.jp/ 

『地球の歩き方 アルゼンチン チリ '12〜'13』http://tabisuke.arukikata.co.jp/ 

エドモンド・デ・アミーチス著「アペニン山脈からアンデス山脈まで」『クオーレ』 

乾千恵著「音楽との「みち」～車いすであるくアルゼンチンの旅～」『ヒューマンライツ』 

宮部頼子著「IFLA ブエノスアイレス大会レポート」（2004 年度）『図書館雑誌 Vol.98 No.12』 

“lonely planet Buenes Aires” 

「海外レポート#4 OVERSEAS REPORT in Argentina」『TOPPAN idia note vol.59』 

(3)図書館 

京都市国際交流協会図書室･資料室 http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/tosho/jp/list/index.html 

(4)言葉 

NHK まいにちスペイン語 http://www.nhk.or.jp/gogaku/spanish/kouza/index.html 

NHK WORLD http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/spanish/top/index.html  

(5)映画・DVD 

『ブエノスアイレスの○○』『ルイーサ』『Estudiante』『タンゴレッスン』『アルゼンチン

タンゴ伝説のマエストロたち』『母をたずねて三千里第 21 話ラ・プラタ川は銀の川~』 

(6)音楽 

インターネットラジオいろいろ“argentina radio”などで検索 

くるり「Argentina」http://www.nhk.or.jp/fm/quruli/playlist.html?st=20121030 （地下鉄 B 線の歌） 

https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&tab=wl
http://mapa.buenosaires.gob.ar/
http://www.shift.jp.org/guide/buenos-aires/
http://www.latina.co.jp/
http://tabisuke.arukikata.co.jp/
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/tosho/jp/list/index.html
http://www.nhk.or.jp/gogaku/spanish/kouza/index.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/spanish/top/index.html
http://www.nhk.or.jp/fm/quruli/playlist.html?st=20121030
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では出発です。予定満載なので一気に飛びます。日本からガーッまっすぐ行ってアメリ

カでグーッ右に曲がったところです。着きました、南半球、アルゼンチンはブエノスアイ

レス。時差マイナス 12 時間、季節は真逆です。只今 11 月 15 日朝７時、初夏ですね。 

私が訪れたのは 8 月後半だったので冬でしたが雪も降らず晴れの日がほとんどで手袋マ

フラーはいらない感じでした。ただ気候よりも心配だったのが治安の悪さです。スリが多

発しているとか。経済情勢も不安定でドルからペソへの両替はできてもこの 8 月からペソ

からドルに戻すことはできなくなったとか。一人歩きは危ない。地図やカメラを持ってキ

ョロキョロするな。などビクビクしどうしでしたが特に危ない目には遭う事無く帰国でき

ましたのでご安心を。ではさっそく参りましょうか。 

 

7月 9日大通りにある 1936年にブエノスアイレスの設立 400周年を祝って設立された塔「オ

ベリスコ」の近くにある劇場からご案内します。 

①Teatro Colon[コロン劇場]  http://www.teatrocolon.org.ar/es/ 

朝 10 過ぎ到着。受付でまごまごしてたら「今からなら 11 時スター

トの英語ガイドね。はい 110 ペソ。」と当日チケットでガイドツアー

に申し込み見学することができました。４年間の改修工事を経て

2010 年 5 月 25 日にリニューアルオープンしたそうです。リニュー

アル前の壁の塗り残しも見せてくれました。この見学ツアーのステ

キなところはバルコニー席からリハーサル風景か鑑賞できること。

当日はピアノ演奏を１曲分聴かせてもらいました。うっとり。 

 

7 月 9 日大通りから 1 本西、タルカワノ Talcahuano 通にブエノスアイレス市の図書館

があるので行ってみましょう。 

②Red de Bibliotecas [ブエノスアイレス市立図書館] 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/dg_libro/red_bibliotecas/mapa_red_bibliotecas.php?menu_id=33543 

ちょうど掲示を貼りにきた職員さんにしどろもどろたずねると「ああ

見学ねいいわよ。」ということでドアを開けて中のスタッフくんに「ち

ょっと案内してあげて」みたいな感じで声かけてくれました。 

２階が閲覧室。重厚なつくりに古めかしい洋書がずらり。「私スペイ

ン語しゃべれません。」「僕は英語しゃべれない。」と

お互い沈黙。でも写真は少

し撮らせてもらえました。そして

他の図書館をめぐりたいという気

持ちが通じたのか次に回れそうな

近くの図書館を地図に印を付けて 

案内してくれました。 

http://www.teatrocolon.org.ar/es/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/dg_libro/red_bibliotecas/mapa_red_bibliotecas.php?menu_id=33543
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 ここブエノスアイレスの住所は慣れるととてもわかりやすいです。たとえば次に訪ねる

もうひとつの市立図書館は「コルドバ通り 1558」。コルドバ通りの大きな交差点ごとに「コ

ルドバ 1500-1600」のような表示があるので順に追っていけばたどりつけるのです。『母を

たずねて三千里』でマルコが住所をたよりに母さんの住んでた家を探すシーンがあります

が、まさに私マルコ状態でした。通り名には人の名や国や町の名が使われているので親し

みもわきます。Japon ハポン通りもあります。上ル下ルの京都よりわかり

やすい？ 

さあ着きました。ん？電気は点いているが鍵がしま

っている。とりあえず押してみる。 

中から職員さん出てきて開けてくれ「入って」とジ

ェスチャー。床が水漏れかなんかで痛んでいるので

休館中とのこと。再開館は 2～3 ヶ月後。今は開い

てるかしら。 

市立図書館は 30 館あります。OPAC も公開されているので検索して

みましょう。  

http://catalogo.bibliotecas.gob.ar/pergamo/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?form?default 

“KYOTO”ではなく“KIOTO”で 2 件、川端康成の図書がヒットしま

した。 

 

ちょっと横道に。トゥクマン通。道沿いから書庫がのぞけます。 

④biblioteca dante alighieri [ダンテ図書館]http://www.dante.edu.ar/web/biblioteca/biblioteca.htm 

そしてこんなところに公文の塾。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで街中の会話はスペイン語オンリーの方がほとんどです。英単語を返されても聞

き取れないのです。スペイン語圏は広いからしゃべる必要ないのかな。

と思っていたら英語を学ぶ人のための図書館を見つけました。 

⑤ICANA-Biblioteca Centro Lincoln[英語] http://www.bcl.edu.ar/ 

学校併設の図書室のようです。学校側から入ってしまったんですけど図

書室前まで案内してくれました。 

http://catalogo.bibliotecas.gob.ar/pergamo/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?form?default
http://www.dante.edu.ar/web/biblioteca/biblioteca.htm
http://www.bcl.edu.ar/
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利用案内によると年会費制。カウンターの雰囲気や書架の並び、ブックトラック図書修理

をしているスタッフなど なじみある風景です。 

 

 

 

 

 

 

次はサンタフェ通り 

⑥エルアテネオ書店 

「世界の夢の本屋さん２」のカバーになっています。http://calil.jp/book/4767814030 

美しい写真はネット上にもあふれているのでちょっと目線をかえてみました。 

 

地下が児童書コーナーになっていまして読み聞かせをするお母さんと子

供にほのぼの。南米チックな折り紙の本ですね。 

お、検索機とキーボードに手を置いたらあれ？文字がこすれて消えている。

ブラインドタッチができないのであきらめました。 

でも教育関連の棚で図書館の本を発見！購入しました。 

“LA BIBLIOTECA”ISBN950-581-645-6 

 

さあどんどんいきますよ。 

⑦MUSEO CASA DE CARLOS GARDEL カルロス・ガルデル博物館  

タンゴ歌手ガルデルの生家をそのまま博物館として公開しています。列品解説あり。 

カルロス・ガルデル駅から地下鉄 B 線に乗りましょう。売店で路線ガイド“GUIA T de 

Bolsillo 2012”を購入。地下鉄の券売機は有人です。ガラス

張の窓口で枚数を告げるか、プリペイドカードをかざすのだ

けど結局切符は手渡しです。1 回 2.5 ペソ。10 ペソ出したら

先に小銭の 25 セントが 2 枚、後からよれよれの 7 ペソ分の

札が出てきました。これはスーパーでも同じで、おつりは先

に小さいほうからです。ちなみに 1ペソ＝20円くらい。 

http://calil.jp/book/4767814030
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おや車内に日本語が！この地下鉄もとは東京の丸の内線らしいです。

落書きだらけでなんだかわかりませんがね。 

そうそう、街中の壁も落書きと張り紙だらけで、道もゴミがあふれ

ていたりデコボコだったりで“南米のパリ”というにはちょっと…

ですが理由もいろいろあるようです。ゴミ回収業者のストだとか。

そういえばあちこちでデモが行われていたり。治安の悪さの原因は

生活の不満と不安からでしょうか。 

 

終点 N・アレム駅に到着。この先はラ・プラタ川です。⑧郵便局

http://www.correoargentino.com.ar/filatelia/emisiones/sellos_conmemorativos で記念切

手も買いましょう。本に関係ありそうなのを選んでみました。 

郵便局内は携帯電話禁止です。使ってたら注意さ

れちゃいました。 

5月通りをすこし西へ。ブエノスアイレス最古の

カフェ・トルトーニがあります。カフェもタンゴ

ショーもすばらしかったですが、2階の⑨国立タ

ンゴアカデミー博物館 http://www.anacdeltango.org.ar/ で欲しい CDを見つけました。 

 

赤ワインとアサード(牛ステーキ風)で腹ごしらえしたら、ペルー通りからメキシコ通りへ 

⑩Centro Nacional de la Música [国立音楽図書館] http://sedecndc.blogspot.jp/ 

入りづらい重厚な扉。でも押してみる。「ここ図書館ですよね？」「そうだけどまだ開いて

いない」とのこと。ところが 100m 程帰りかけたところまで追いかけ

てきて「図書館の職員が来たから」と呼びとめられました。 

「アイム ライブラリアン 私のこと訪ねてきてくれた

のかしら。」「シーシー（そうです！）」男性職員に今から

見学いいかしらとかけあってくれたのですが、残念。セキ

ュリティーがどうとかで叶いませんでした。外観からはわ

かりませんでしたが、HP見たらなんと素敵な音楽図書館。

無理言って入れてもらえばよかったと後悔です。 

 

よし、もう一軒行ってみよう。5月通りをもっと西へ。ビブリオテカ発見。 

⑪Biblioteca del Congreso de la Nacion [議会図書館] http://www.bcnbib.gov.ar/ 

利用者も学生っぽい人が多く見た感じ大学図

書館風。受付がふたつ。片方で声を掛けると

パンフレットと案内図をくれ、もうひとつの

受付へ。でもここでストップがかかりました。 

http://www.correoargentino.com.ar/filatelia/emisiones/sellos_conmemorativos
http://www.anacdeltango.org.ar/
http://sedecndc.blogspot.jp/
http://www.bcnbib.gov.ar/
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パスポートはコピーじゃなく原本を見せろとのこと。「原本は

ホテルだし今日帰国するんです。」と訴えてみたが、またもや

セキュリティーがどーのと渋い顔。ダメかとあきらめかけたら

「でも、まあいいよ。」と OKが出ました。パスポート番号を入

力後写真まで撮られたけど仮カードを渡してくれ荷物は預け

無事入館。ワンフロアの館内は閉架式のようですがそれぞれの

部屋はガラス張でカウンター後ろの書庫まで見通せます。出納

はしなかったですが OPAC で検索したり、マルチメディア室の

ぞいたり、トイレ行ったりしてウロウロしました。マイクロフィルムリーダーがたくさん

廊下に並んでましたがなんだったのだろう。複写室からレジのチーンという音。資料を申

込書とともに預け職員にとってもらう方式です。出来上がったら番号で呼び出してました。

案内図によるとそれぞれの部屋には人の名前がついています。セキュリティが厳しかった

のは「Congreso＝議会」あっ！ここアルゼンチンの国会図書館かと納得。そういえば近く

に議事堂があります。 

 

このあたりでお買い物でもしましょう。CD を探しにコリエンテス通りへ。この通り書店が

多く季節によりこんなイベントも行われているそう。 

http://cmd.buenosaires.gob.ar/noticias/noche-de-librerias-2011どうですか。歩行者天国で書店市。 

今回は時期が違ったので参加できませんでしたけど、いつか行ってみたいものです。 

⑫“ZIVALSシーバルス” http://www.zivals.com/sucursales.html  

CD カウンターの店員さんにデジカメの画面を見せ「これありますか？」

パソコンで検索「エスタ ノー」残念ここには無いようだ。じゃ次。 

⑬“CD ISQUERIA”こちらは年配のご夫婦？がやってる CD 屋さん。ご

主人「ちょっとまって」とジェスチャー。売り場のケースを指で探りみごと

探し出してくれました。 

他にも途中のぞいた本屋さんでは値段をバーコードでピッと検索する

新刊書店もあれば、せっせと値段貼りしてる横で本の修理をしてる古

書店がありとデジタルとアナログが混ざった世界でした。 

 

タクシーにも乗りましょう。黒と黄が目印です。道路は基本一方

通行。行き先は建物名よりも通り名と番地で告げる方がいいよう

です。レコレタ地区へ。美術館、図書館が並ぶ文化ゾーンです。

休日は蚤の市も開かれています。複数のギャラリーが併設された文化セン

ターで写真展を見、入場無料の国立美術館で彫刻、油絵

をたっぷり鑑賞して国立図書館へ。 

http://cmd.buenosaires.gob.ar/noticias/noche-de-librerias-2011
http://www.zivals.com/sucursales.html
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⑭BIBLIOTECA NACIONAL [アルゼンチン国立図書館] http://www.bn.gov.ar/ 

議会図書館と別に国立図書館があるんですね。 

まずは受付から。ああっみなさんマテ茶飲みな

がら仕事してます。手前のベテラン受付さんが

入っていいフロアをメモに書いてくれました。

ちなみに日本の 1 階はこちらでは 0 階。 

「写真は？シーノー？」後ろのお兄さんちょい

考え「ノー」おとなしく従うことにします。エ

レベーターで閲覧室へ。ゲートの内に案内受付。

「ウエストポーチもロッカーへ」1 ペソコイン式のロッカーに預けて戻ると

「アデランテ（どうぞ）」入室できました。四方に窓があり開放感あり。 

家具は重厚で大きいので落ち着けます。しばしキョロ

キョロ。私は入れないけど 1 階上が書庫。ガラス越しに積み

あがった要修理本が見えます。閲覧室の百科事典もよく見る

と背表紙が取れているものもあります。そしてここも複写は

窓口に預ける方式。チーン、レジの音が聞こえます。 

展示室にも寄りましょう。案内受付あり。（ケータイいじってるけど。） 

この図書館がリニューアルオープンするまでの紆余曲折が写真、設計図、当時の

契約書などの展示から伺えます。いやどこもたいへんなのですね。 

「IFLA ブエノスアイレス大会レポート」に詳しいのですが国立図書館員学校が

隣接されているとか。学生グループの見学も見かけました。 

ここで一息。館内のカフェで“カフェコンレチェ”とバナナ

を注文。14 ペソ。ランチを持ち帰りしてる人もあり館のスタ

ッフ御用達かも。 

帰りはグッズ売り場へ。親子で店番です。し

おりバッジなど購入。 

「これは何？」「薬ケース。ここの切れ込み

で袋を開けるの」図書館のロゴ入り薬入れ。

ほか 200 周年記念のマグカップなども陳列

されてました。紙袋がかっこよかったのでたのんだらサービス

してくれにっこり。子供に手を振ってお別れです。 

「アディオス」「サヨナラ」 

 

旅はまだ続きます。グワーッツと日本に帰国したら、たまっているのは疲労とマイル。 

さて 15,000 マイルを使って行った先は…？               

http://www.bn.gov.ar/
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10 月に福島県は川俣町に行ってきました。この場を借りて報告します。 

⑮川俣町 http://www.town.kawamata.lg.jp/ 

何をしに？フォルクローレ音楽祭を楽しみにです。アル

ゼンチン北西部に位置する COSQUIN コスキン市で開催

されている中南米の国民音楽祭の日本版です。会場の公

民館に図書室が併設されていたので当然のぞいてきまし

た。町から委託された 3 名のスタッフで運営していると

のこと。図書はバーコードで管理されてて OPAC も公開。

お話会などにも力を入れてい

て、カレンダーをみるとほとん

ど休み無く開館。震災時は書架が倒れたが利用者はいなかっ

たそうです。役場が公民館に引越してきているので以前より

手狭になったとか。いろいろご苦労をのりこえてお仕事され

てました。県立図書館からの団体貸出の中から借りる推理小

説を楽しみにしている方や、自分史を作るといった年配の方

のことなど、図書館員どうしの話題でひとときおじゃましま

した。 

 

飯坂線に乗って福島県立図書館。新島八重で盛り上がっている鶴ヶ城にも寄ってきまし

た。ちょうど秋祭りの時期で、芋煮をいただきながらの連山車もすばらしかったです。 

 

 

地球をぐるっと回って現実に戻りました。本日 1 時間ちょっとの旅いかがでしたか。 

この案内レポートは持ち帰った資料を元に記憶をたよりに作成しました。訳も不十分な

ままです。お気づきの点や、新たな情報も教えていただければありがたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

                   飛行機からの富士山 

 

イラスト・写真 そぶえながら©2012 
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議事堂 
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国立 
美術館 

緑字：地区名 
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