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シリーズ

多摩の魅力発見！ 第５回

　 駅 前の交 番
横には、「耳をす
ませば」の案内
マップやモニュ
メント「青春のポ
スト」が設置され
ています。

　いろは坂には、作中で登場する神社や骨董品店「地球屋」
の前のロータリー、図書館などを連想させる場所が多くあり
ます。
　作中に登場する神社を連想させる金比羅神社を取材した
日には、平日にも関わらずカップルや友達同士、一人で来ら
れた方など5 組ほど見受けられました。各々、カメラや携帯電
話を持ち景色などを写真に収めていました。
　埼玉県から一人で来られた方にお話を伺ったところ、

「ずっと訪れてみたいと思っていたので念願が叶った。次に
来るときは、聖
司くん（ 作中に
登場する男性）
のような彼氏を
つくり、一 緒に
来たい。」とおっ
しゃっていまし
た。

　ロータリーの先にはノアという洋菓子屋があります。店内
には挿入歌とエンディングテーマに使われた「カントリー・
ロード」が流れ、
バロンも飾られ
ていました。店主
の方に「耳をす
ませばファン？」

「どこから来た
の？」と気さくに
声をかけていた
だき、耳すま思
い出ノートにも
記入させていただきました。映画が公開されて以来、この地
を訪れた、たくさんの方々の耳すま愛に触れることのできる
ノートです。お土産にロータリークッキー、耳すまサブレなど
がおすすめです。
　スタンプラリーもあり、のんびり景色を楽しみながら遠足
気分で耳をすませばの舞台を満喫することができます。年中
楽しめますが、
春には桜が咲き
お花見にも適し
ています。
　ジブリ・耳を
すませばファン
なら一度訪れて
みてはいかがで
しょうか？

聖蹟桜ヶ丘駅 ロータリー

いろは坂

駅前に設置してある「青春のポスト」

ロータリー（映画の中と同じように住宅街の
中に存在します）

洋菓子屋ノアと
「耳すま思い出ノート」

金比羅神社（恋の運勢を占う恋おみくじもあります）

　多摩地域には、「知る人ぞ知る」というようなたくさんの魅力が隠れています。
このシリーズでは、特産品などの製造所や加工所、研究施設など、多摩地域の魅力を
　発信している地域資源に注目し、地域とのつながりや取り組みなどを取材し紹介していきます。第４回ま
では、多摩交流センターだより「多摩のかけはし」に掲載してきましたが、この「ぐるり３９」においても、引き
続き掲載していきます。
　今回は、特別に多摩大学（多摩市）の学生さんに、アニメ映画のモデルと言われている地域を取材しても
らいました。

1995年に公開された、スタジオジブリ作品のアニメ映画「耳をすませば」の街並みは聖蹟桜ヶ丘が参考となったと言われて
います。主人公たちが送った青春と自分自身の思い出を重ね合わせながら、きれいな景色と街並みを散策してみませんか。

多 摩 市耳をすませば

TEL：0423-73-0660
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　駅から一橋大
学へまっすぐに
伸びる大学通り
は、まるで物語の
世界にいるような
欧風の落ち着い
た街並みで、個
性豊かなお店が
立ち並んでいま
す。学生の街とい
う名にふさわしいこぢんまりとした雰囲気です。
　春は満開の桜が咲き乱れ、秋になれば銀杏が黄金色の輝
きを放ちます。季節の移ろいをしっとりと感じながら、国立が育
んできた豊かな文化をゆっくりと堪能することができます。

　一橋大学へと
向かう途中には、
作中で「花」たち
が待ち合わせ場
所にしていた喫
茶・白十字があり
ます。
　 約 1 0 0 席 の
豪 華 な 喫 茶 室
のほか、ランチメ

ニューのサンドウィッチセットや、国立の風景や街並み、音楽
をモチーフにしたお菓子を提供し、国立の憩いの場として親
しまれています。
　店舗向かいには、２〜３人が座ることができるベンチが４つ
あり、そこで待ち合わせをしたり、読書や音楽を聴くなど自分
の時間を楽しむ人が多く見られました。このベンチに座り、国
立の街並を眺めてみると、不思議な空気を感じます。

　作中で主人公の「花」が通う「東京の国立大学」のモデルと
なった一橋大学。
　重厚なヨーロッパ風のキャンパスには、建物のいたるとこ
ろに怪獣の顔や姿が彫り込まれています。いくつかの建物は
国の登録有形文化財にも登録されており、城塞の如くそびえ

立つそれぞれの
建物の放つ威厳
は、私たちに対し
何かを強く訴え
かけているかのよ
うです。
　秋になると構
内は銀杏の葉で
黄金色のじゅう
たんが敷き詰め
られるようになり、情緒ある幻想的な風景が広がります。
　登録有形文化財の兼松講堂では、音楽コンサートなどの
催し物も多く開催されるそうです。

　1953年創業。国立で長く愛されてきたことがよく伝わる、
風情ある佇まいの老舗喫茶です。
　入った瞬間から広がる昭和のモダンな世界は、まるで自分
がそこへタイムスリップしたような気分。適度な喧騒が心地い
い店内、料理を待つ自分の手にスマートフォンが握られてい
るのは何とも不思議な感覚でした。
　一橋大学の学生も多く訪れ、学生でもお腹いっぱいになるよ
うにと、料理はどれもボリューム満点。
　名物のザイカレーを始め、パスタやグラタンなど、多種多様なメ
ニューも魅力です。
　料理はとても量が多いため、お子様や女性の方は料理を
分け合って食べるのがおすすめです。

大学通り

一橋大学 HITOTSUBASHI UNIVERSITY

COFFEE 白十字CAKE

―モノクロの記憶― ロージナ茶房

作中でもこの通りを描いたシーンが数多く登
場します。

昭和のモダンな雰囲気を彷彿させるロージ
ナ茶房前の路地

主人公たちの待ち合わせ場所として描かれた喫
茶・白十字。サロンコンサートも開催しています。

TEL：042-575-4074

映画のシーンでも印象的だった時計塔。建物の
中は図書館になっています。

2012年に上映されたアニメーション映画、「おおかみこどもの雨と雪」。物語序盤で主人公の「花」が暮らしていた街とし
て舞台になったのが国立市です。映画のシーンそのままの、街を流れる独特な空気がとても印象的でした。学生の街、音
楽の街、文化の街、アートの街… 豊かな自然と文化が共栄し、さまざまな顔を持つ国立の街へ、ご案内しましょう。

国 立 市おおかみこどもの雨と雪
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　東村山市にあ
る都立公園の八
国山緑地は、ジブ
リ映画「となりの
トトロ」の参考に
なったとされてい
ます。
　八国山は標高
89.4メートルで、
狭山丘陵の東端
にあり、頂上から
は、上野・下野・常
陸・安房・相模・駿
河・信濃・甲斐の
八国が見渡せるこ
とから、その名が
付いたとされてい
ます。
　この映画の中
で、女の子メイがト

トロに出会う印象的な一本道や、お母さんを探している途中で
迷子になってしまった山林は、この八国山緑地を連想させます。
　実際に歩いてみると、かすかに聞こえる鳥の声や、風で草木
が揺れる音がとても新鮮で、思わずトトロの主題歌を口ずさん
でしまうほど、魅力のあるところです。
　この八国山緑地は、幼少時代の記憶が蘇り、自分がメイちゃん
になったような気分になれる、特別な場所なのかもしれません。

　東村山市の名物といえばコレ！
　東村山市民絶賛の「だいじょぶだァ饅頭」をはじめとする、だい
じょぶだァシリー
ズの和菓子です。
　他にも、「だい
じょぶだァどら焼
き」や「だいじょぶ
だァ最中」など、種
類も豊富です。
　東村山に行か
れたら、是非召し
上がってみてくだ
さい。
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　今回取材をしていただいた多摩大学4
年の学生さん達から一言ずつ感想をい
ただきました。
◎「耳をすませば」（多摩市）
　私は元々ジブリ作品が小さい頃から
好きだったため、「耳をすませば」も大好
きで何度も見てきました。そのモデルとも
いわれている場所が聖蹟桜ヶ丘にあると
聞き、この機会に訪れることができて嬉
しかったです。楽しみながら取材すること
ができました。映画で出てきた場所そっく
りの所もあり、訪れた後は映画を見返し
てしまいました。
 （横森友里恵）

◎「おおかみこどもの雨と雪」（国立市）
　知れば知るほど好きになる。多摩はそ
んな魅力が溢れる場所です。
　私自身、初めて訪れた国立のノスタル
ジックな街や風景を堪能しながらの取材
をとても楽しむことができ、新しい魅力を
発見することができたと思います。
　これからも、地域のさらなる発展を願
いながら、いつかは職員として多摩地域
を支えて行きたいです。 （小野 大貴）
◎「となりのトトロ」（東村山市）
　八国山緑地には、メイちゃんがトトロを
追いかけていくシーンと全く同じようなとこ
ろがあり、とても不思議な感じがしました。

もともと、東村山は緑あふれる街ではあり
ますが、より一層緑で包まれており、本当に
映画の中に入ったような感覚になります。
　ジブリ好きな方で東村山にお越しの
際は、ぜひ足を運んでみてください。
 （石土　奈々）

TEL：042-391-0003
HP：http://www.mochiman.co.jp/

和菓子処 餅萬

▲左から小野さん、横森さん、石土さん

取
材
を
終
え
て

たまには多摩の話を 〜知れば知るほど好きになる〜
予 告

　　　　平成２6年2月3日（月） 午後1時30分〜　　　　　小金井市民交流センター（東京都小金井市本町6-14-45）
※申込み・詳細等につきましては、「ぐるり39」2014年1月号、及び自治調査会ホームページ（近日中に掲載予定）をご覧ください。
日　時 会　場

公益財団法人 東京市町村自治調査会 多摩東京移管120周年記念シンポジウム　　　　

八国山緑地の入口（映画の登場人物 サツキ・
メイ姉妹の家の周辺にある森を連想させる）

八国山の散歩道（メイがトトロを追いかけていく
山林の一本道を連想させる）

和菓子処 餅萬とだいじょ
ぶだァシリーズの和菓子

八
はちこくやま

国山緑地

1988 年に公開された、スタジオジブリ作品のアニメ映画「となりのトトロ」の参考になったとされる地域をぶらりとお散
歩。メインの街となる東村山市には、緑あふれる魅力的なスポットがたくさんありました。今回はその一部をご紹介します。

東 村 山 市となりのトトロ


