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くろしおニュース 

資料特別整理期間による休館のお知らせ 

２月２３日（水・祝）～２月２８日（月） 
上記期間中は、蔵書点検や書架の清掃などを行うため、休館いたします。 

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

・延滞資料がある方は、２月２２日（火）までにご返却ください。 

・休館中は入口横のブックポストに返却できます。 

 

３月１日（火）午前１０時より、開館予定です。 

 

  

「えひめ AIと野菜づくりの講習会」 

野菜の生育促進から、生ごみの消臭に台所のぬめりとりまで、幅広く使える『えひめ AI』を実際に作り、DVD を見ながら野菜づくり 

について学びます。 

野菜づくりに興味のある方、新しい肥料を試してみたい方、ぜひご参加ください。 

日 時：令和 4年 2月 19日（土）10：00～11：30    場 所：市民図書館 2階視聴覚室  

持ち物：蓋つきのペットボトル（500ml）1本            定 員：15名 ※要申込   参加無料 

共催：一般社団法人農山漁村文化協会・土佐清水市農業委員会・土佐清水市立市民図書館 

「読み聞かせで使える手あそびとわらべうた講座」 

高知市で「おひさま文庫」を開いている岡本悦子さんを講師に迎え、読み聞かせの時に使える手あそびや 

わらべうたの講座を行います。お気軽にご参加ください。 

日 時：令和 4年 3月 13日（日）10：00～11：30      場 所：市民図書館 2階視聴覚室 

対 象：読み聞かせボランティアの方・読み聞かせに興味のある方   定 員：15名 ※要申込  参加無料 

各講座お申し込み・お問い合わせ：市民図書館 0880-82-4151 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用、検温、消毒にご協力をお願いいたします。 

また、県内の感染状況により、イベントの一部変更・延期・中止等を行う場合があります。 

コロナ対策として、１F・２Fフロアに換気扇を設置いたしました 

https://1.bp.blogspot.com/-ixn6Lst2PGA/YQs0bRVsxlI/AAAAAAABe9E/XJuLl3RnBNwMo9uHlazF9SBYoNfMJtBcwCNcBGAsYHQ/s803/eto_tora_banzai.png
https://4.bp.blogspot.com/-OI5RWZeYfbA/UYzZe4N7VOI/AAAAAAAAR60/Pb_1cSxukdA/s800/oosouji_hataki.png
https://1.bp.blogspot.com/-EmeI4mowF5Y/UgsvO42YB3I/AAAAAAAAXSo/5RRACkinuFY/s800/tosyokan_woman.png
https://3.bp.blogspot.com/--AXuIJ1t2Jk/XAY53E_xq5I/AAAAAAABQfo/emG4lBy4uAIgv7MZGVxJSlN0pqey-40TwCLcBGAs/s800/gardening_hiryou_ekitai.png
https://3.bp.blogspot.com/-v3bUhbtBi1Y/UUFxxbikL-I/AAAAAAAAO1A/vqZw9bYuabY/s1600/vegetable.png
https://4.bp.blogspot.com/-eQHo9pHbmmI/Udy6mloYtYI/AAAAAAAAWJg/B4t2N99HZaY/s800/ehon_hahako.png
https://1.bp.blogspot.com/-BNXqp5hRgmo/XobLcJXU1oI/AAAAAAABYB4/EvJhF3mKxcQlRuZ_1sqnr0A_lHyFUXmyACNcBGAsYHQ/s1600/kansen_yobou_animal5.png
https://1.bp.blogspot.com/-D-n2lCC6T3g/VWmA-Y7FOAI/AAAAAAAAt20/u4QN3bp_l3w/s800/mark_manpu10_exclamation.png
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私は活字中毒じゃないかと思う。テレビを見ていてもテロップ字幕が流れると、その文字を追ってしまう。時には洗髪をしてドライヤー

で髪を整える時も本を置いて読みながらすることもある。もちろんトイレにも本は置いてある。寝る前と起床時に 20 分から 30 分ほど

読むのが習慣になっているから枕元にも常に本が置いてある。捕物帳が好きだ。でも、これにはちょっと困る。面白くなると最後まで読

まなければ我慢できないからだ。最近は知野みさきを読んでいる。江戸時代の女職人が主人公のシリーズだが、この女職人の性格

がちょっとドライで何となく面白いと思っていたら、作者はバンクーバーに住む銀行員だった。なるほどと思った。 

 ところで、余談が長くなってすみませんが、今回紹介したかったのは、捕物帳小説ではなく、「小澤征爾」の「ボクの音楽武者修行」

だ。日本が世界に誇る指揮者小澤征爾が、ニューヨーク・フィル副指揮者に就いたばかりの 26 歳の時に書いた自伝的青春の書だと

思う。ページをめくった最初に「若き小澤征爾が指揮棒をかまえたアップの写真」が掲載されている。初々しい小澤征爾がなんとも素

敵で、迷わず購入したが、私は音楽には疎くこの頃は小澤征爾のことはよく知らなかった。 

 私は若いころに友人3人とヨーロッパ（ザルツブルグ）に旅行したことがある。ザルツブルグにはモーツアルトの生家もあり、いかにも音

楽の町という感じであちこちにコンサートが開かれていた。また、映画（サウンドオブミュージック）の舞台になったことから撮影に使われ

た場所があるという。家庭教師になったマリアがトラップ大佐と愛を語った四阿屋だ。早速、見学のツアーに申し込むと車に乗り合わせ

たのはアメリカ人の親子 4 人と私たち 3 人だけだった。帰りの頃にはすっかり意気投合してアメリカ版ドレミの歌と日本版ドレミの歌の

大合唱となった。その夜、お城で行われる小さなコンサートの帰り道ですごい人だかりにであう。カラヤンが指揮するコンサートとのこと。

ワッーと駆け寄ってみると、ホール玄関に車が止まって素敵な男性が降り立った。ハリウッド俳優のリチャード・チェンバレンがこれまた美し

い女性をエスコートしていた。私たちは、それを見ただけで興奮冷めやらず声高に話していた。すると、私たちが日本人と分かったのか

男の人が「セイジ、オザワ」（たぶんそう言ったのだと思う）とか話しかけてきた。でも、私たちは彼が何を言っているのかが訳が分から

ず？？？  

「ボクの音楽武者修行」を読み進むうちザルツブルグでのことが思い出されて、ああそうだったのかと気づいた。そして面白さに引き込

まれて一気に読み通した。以来、この本はお気に入りの一冊になっている。 

外国の音楽をやるためにはその音楽の生まれた土地、そこに住んでいる人間をじかに知りたいと思い始めた若き小澤征爾は、まだ

海外旅行が今ほどポピュラーではない時代に神戸港から貨物船にのってフランスへ向かって出向する。見送りは友人とその母親、兄

貴の三人だけ。持っていくものは、ヨーロッパでの足となるスクーターとヘルメット、ギターだけ。スクーターは①日本国籍を明示すること。

②音楽家であることを示すこと。③事故をおこさないこと。という条件で富士重工から提供してもらったもの。そうして「白いヘルメットに

ギターをかついで日の丸をつけたスクーターにまたがり、奇妙ないでたちの欧州行脚」が始まる。この無謀とも思えるこの挑戦に賛同し

て金銭面も含めての応援もした友人知人、また、日本から来た若者を心暖かく受け入れ、便宜を図り応援してくれたヨーロッパの

人々の中で彼は成長し、幸運をつかんでいく。小澤征爾の家族への手紙には、家族へのやさしさやユーモア、甘え上手なところなどが

よく表されている。コンクールで 1 位を取った後、裸で川辺に立つ写真の添え書きはこうだ。「コンクールの後三日ばかり毎日釣りをし

た。向こうにビキニスタイルのフランス美人が現れたので対抗上はだかになった」グラマラスな女性のこちら側にガリガリに痩せてスカートの

ような短パンをはいた若い男。全く対抗にはなってない。このひとをくったような天真爛漫ともいえるようなユーモアが随所に見られるのも

本書を面白くしている。 

この頃はまだ世界の小澤征爾の姿はまだない。しかし、その片鱗はうかがえる。フランスのブザンソンでのコンクールで 1 位になったこ

とを皮切りに世界のひのき舞台でとんとん拍子に成功して少しずつ有名になっていく。世界の巨匠との交流。そして、全編にみなぎる

音楽への強い意志、陽気な行動力、彼と接した人皆が彼の応援者となるような人間的魅力。それらすべてのものが合わさって、世

界の小澤征爾が生まれたのだと思う。最終章では、ニューヨーク・フィルのバーンスタインと共に凱旋帰国。「フィンガーの真下、いた、お

母さんだ。おやじさんだ。・・・・」小澤征爾の胸の高鳴りが聞こえてくるような一文だ。こちらまで、心弾んでワクワクする。すぐれた自伝

は心を楽しくさせるという。本書もその例に漏れない。ぜひ、一読を。 

 私は小澤征爾のファンだが、実は一度も生の小澤征爾のコンサートにはいったことがない。若いときは時間がなくて、今は時間はたっ

ぷりあるのに、チケットがとれない。音楽を聴いてではなく、本からのファンいうのも活字中毒の私らしいということかな。 

 

私の一冊 
図書館をよく利用してくれている方に本の紹介をお願いしてみました。 

今回は 谷岡 暁美さんが素敵な本の紹介をしてくれます！ 

『ボクの音楽武者修行』        小澤征爾／著  音楽之友社 1980 

https://2.bp.blogspot.com/-Ject2kwQyP0/U8XkBiIwoTI/AAAAAAAAipo/9jbWnN8PnA0/s800/corner01_flower.png
https://2.bp.blogspot.com/-Ject2kwQyP0/U8XkBiIwoTI/AAAAAAAAipo/9jbWnN8PnA0/s800/corner01_flower.png
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下記の日程でおはなし会を行っています。ご予約はいりません。お気軽にご参加くさだい。 

※3 月もコロナウイルス感染状況により中止させて頂く場合があります。 

おはなし会   毎月第２・第４日曜日 

２月のテーマ：いいおに わるいおに 

コロナウイルス感染防止の為、中止とさせていただきます 

３月のテーマ：はるのうた 

２７日 

時間：午前１１時～１１時３０分  対象：子どもと保護者 

開館時間  

午前１０時～午後６時 

※５月～１０月の平日は午後７時まで 

 

移動図書館くろしお号 

休館日 ※祝日・毎月最終金曜日（図書整理日）は休館です。 

２月 
１１日（金） 

２３日（水・祝）～２８日（月） 

３月 ２１日（月）・２５日（金） 

 

 

２月・３月の巡回日程 

MOE 絵本屋さん大賞に選ばれた本         1月 29日（土）～2月 22日（火） 

確定申告と税                       1月 29日（土）～2月 22日（火） 

2月はにゃんと！ネコの月                1月 29日（土）～2月 22日（火） 

 

図書の企画展示 

県立移動図書館がきます 

２月１６日（水） 

時間：午後３時４５分～４時４５分 

場所：図書館横駐車場 

清水の図書館にはない本がたくさんあります。 

自分の好きな本を選んで借りることができます。 

 

新しい移動図書館車巡回準備のため、２月・３月の移動図書館については、準備

が整い次第各ステーションに連絡いたします。 

利用者の皆さまには大変ご迷惑をお掛けしておりますが何卒ご了承ください。 

現在貸出中の本の返却日は次の巡回日までとなります。 

 

森林鉄道を走らせよう！ 
高知みらい科学館モバイルミュージアムの展示です。 

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬の森林鉄道をジオラマで再現しています。 

手回し発電機を使って、森林の中を走る電車を走らせてみませんか？ 

展示期間  2021年 1月 12日～4月中旬まで 
 

土佐清水市出身の中内義隆さん（都内在住）は、歴史資料や文化財の収集を長年行ってきました。ご自身の収

集したコレクションを故郷土佐清水市に受け継いでほしいという強い思いがあり、ご寄贈いただきました。 

下記の期間、その一部を館内で展示します。是非お越しください。 

展示期間  １月２９日（土）～２月２２日（火） 

中内義隆コレクション 

 

https://2.bp.blogspot.com/-s-zOiHra-zA/V6iIbwmbySI/AAAAAAAA9B0/vZyvQgPHVr09wJM5dCMYLlpYVbgOZT7VgCLcB/s800/train_line_senro.png
https://2.bp.blogspot.com/-s-zOiHra-zA/V6iIbwmbySI/AAAAAAAA9B0/vZyvQgPHVr09wJM5dCMYLlpYVbgOZT7VgCLcB/s800/train_line_senro.png
https://2.bp.blogspot.com/-s-zOiHra-zA/V6iIbwmbySI/AAAAAAAA9B0/vZyvQgPHVr09wJM5dCMYLlpYVbgOZT7VgCLcB/s800/train_line_senro.png
https://2.bp.blogspot.com/-s-zOiHra-zA/V6iIbwmbySI/AAAAAAAA9B0/vZyvQgPHVr09wJM5dCMYLlpYVbgOZT7VgCLcB/s800/train_line_senro.png
https://2.bp.blogspot.com/-9u-8P0lIkP8/UQC7clmH-rI/AAAAAAAALGs/bXqyfkKX-kI/s1600/setsubun_aooni_angry.png
https://2.bp.blogspot.com/-OyL5p7B8ibs/UZRBeq9WoYI/AAAAAAAASnM/x9HaXOONoxM/s800/setsubun_akaoni.png
https://3.bp.blogspot.com/--rzFthy8sTQ/UZYlCgdz8hI/AAAAAAAATI8/7Y5tf91YLPM/s800/gassyou_onpu.png
https://1.bp.blogspot.com/-s_M2da68fnQ/VMIts8JX0vI/AAAAAAAAqxI/-R7cI2DJ_ok/s800/bird_uguisu.png
https://4.bp.blogspot.com/-JzS9_6gEO34/Uab3nKBZiAI/AAAAAAAAUQE/K3ci8rUeX6Q/s800/flower_nanohana.png
https://4.bp.blogspot.com/-jKzLXoGFYbU/WI1zNDOROPI/AAAAAAABBXQ/ZduIIkZuswEgidRbojeSNWok09AVwn5NgCLcB/s800/kanabou.png
https://4.bp.blogspot.com/-jKzLXoGFYbU/WI1zNDOROPI/AAAAAAABBXQ/ZduIIkZuswEgidRbojeSNWok09AVwn5NgCLcB/s800/kanabou.png
https://4.bp.blogspot.com/-TP3C5yCpB4M/U8XlTyyYhhI/AAAAAAAAi8k/H9N2Pb1eOpo/s800/ojigi_animal_neko.png
https://2.bp.blogspot.com/-JBlSHpIjFq4/U82z7wy-rTI/AAAAAAAAjO4/LNDGmgtuJL0/s800/mori.png
https://4.bp.blogspot.com/-OTprrpYf3-E/UZRBmpBKiXI/AAAAAAAASqg/7B6nyJ1J65A/s800/valentinesday_usagi.png
https://1.bp.blogspot.com/-rkctIlkS00c/VmFjkE9n-YI/AAAAAAAA1Wg/vdSOqIANUlE/s800/line_simple07_.png
https://1.bp.blogspot.com/-rkctIlkS00c/VmFjkE9n-YI/AAAAAAAA1Wg/vdSOqIANUlE/s800/line_simple07_.png
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分　類 書　　名 著　　者 出　版　者

0　総　　　記 今日は何の日？今日も本の日！ 逢坂肇と流泉書房の仲間たち 苦楽堂

朱子学のおもてなし 垣内　景子 ミネルヴァ書房

なぜ私は怒れないのだろう 安藤　俊介 産業編修センター
なぜ眞子さまの結婚はバッシングされたのか 香山　リカ 秀和システム

ホームレス女子大生川を下る 佐藤　ジョアナ玲子 報知新聞社

あいつゲイだって 松岡　宗嗣 柏書房

子育てがぐっとらくになる「言葉がけ」のコツ 島村　華子 KADOKAWA

職場のトリセツ 黒川　伊保子 時事通信出版局

くじらのおなかに入ったら 松田　純佳 ナツメ社

ひとりほぐし 崎田　ミナ 日経BP
舌圧トレーニングで免疫力が上がる！健康になる！ 元島　道信 主婦の友社

基本からわかる男の料理術 辻調理師専門学校料理監修 成美堂出版
「半導体」のことが一冊でまるごとわかる 井上　伸雄 ベレ出版
赤ちゃんが欲しい「メンズ妊活」まるっと1冊 主婦の友社

有機の土づくり超基本と応用 ブティック社
美しい純喫茶の写真集 品川　亮 パイインターナショナル

我が家は前からソーシャル・ディスタンス 綾小路　きみまろ マキノ出版
山岳気象遭難の真実 大宅　康裕 山と溪谷社
白川静さんに学ぶ感じがわかるコロナ時代の二文字熟語 小山　鉄郎 論爭社
もっとナチュラルふだんのひとことフランス語 トリコロン・パリ 白水社

かぐや姫、物語を書きかえろ！ 雀野　日名子 河出書房新社
スモールワールズ 一穂　ミチ 講談社
俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木　紫乃 KADOKAWA
「違うこと」をしないこと 吉本　ばなな KADOKAWA
生きたい彼死にたい私 咲　セリ さくら舎
少女たちの戦争 中央公論新社 中央公論新社
ペイント イ　ヒヨン イースト・プレス
ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした マーク・ボイル 紀伊国屋書店
遠慮深いうたた寝 小川　洋子 河出書房新社

2　歴　　　史 はじめての考古学 松木　武彦 筑摩書房

3　社会科学 社会福祉学部 元木　裕 ぺりかん社

海の生きものの本 シャーロット・ミルナー 合同出版
じぶんでよめるどうぶつずかん 成美堂出版編集部 成美堂出版

7　芸　　　術 アニメ業界で働く 小杉　眞紀 ぺりかん社

8　言　　　語 カキナーレ 深谷　純一 東方出版

マイブラザー 草野　たき ポプラ社
道化者 トーマス・マン 理論社
かすみ川の人魚 長谷川　まりる 講談社
正吉とヤギ 塩野　米松 福音館書房

おいものもーさん 岡田　よしたか ブロンズ新社
まるとてんてんのえほん たかはし　みどり デコ
きかんしゃトーマスおやすみの10のおはなし ポプラ社
ヴォドニークの水の館 まき　あつこ ＢＬ出版

紙芝居 ふゆのおともだち 礒　みゆき 童心社

絵　　本

◇　一般図書

1　哲　　　学

2　歴　　　史

3　社会科学

4　自然科学

5　技　　　術

6　産　　　業

9　文　　　学

☆　児童・中高生図書

4　自然科学

9　文　　　学

8　言　　　語

7　芸　　　術

２月の新着図書（一部紹介） 

新着図書の情報は 『 広報 と さ し みず 』 に も掲載してい ます 。 ど う ぞ合わせてご覧 く だ さい 。 


