
鳥越碧（とりごえ みどり）氏  
福岡県出身。横浜市青葉区在住。同志社女子大学卒業。商社勤務を経て、1990 年、尾形光琳の生涯を描いた『雁金屋草
紙』により、第一回時代小説大賞を受賞。近著に、『想ひ草』『蔦かずら』『一葉』『漱石の妻』『兄いもうと』『花筏』（いずれも講談
社刊）など。 
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１ 

《インタビュー》 

時代小説作家 鳥越碧さんが語る！ 
～ わたし流、図書館のつかい方 ～ 

青葉区にお住まいの鳥越碧さんは、地元の山内図書館をご活用くださっています。作家の方は、 

図書館をどのように利用されているのでしょうか？ 鳥越さん流の図書館活用法をご紹介いただきました。 

（図書館）：山内図書館をよく利用されているのですか？ 

（鳥越さん）：はい、とてもよく利用しています。私は書きたい本のテーマが決まると、まず図書

館で関連する本を調べてお借りします。貸出延長も利用してじっくり読みながら、コピーで

は足りない、手元に置きたい本を選んで、インターネットで購入します。図書館では、自分

に必要な本かどうか、実際に手にとって見る事ができるので本当に助かっています。 

（図書館）：実際にどのようにお使いになっているのでしょうか？ 

（鳥越さん）：検索システムで、横浜市立図書館 18 館の蔵書を調べて、予約で取り寄せても

らいます。見つからない資料については、職員の方に尋ねて調べてもらうこともあります。 

（図書館）：調べたものは、どうやって小説に活かされるのですか？ 

（鳥越さん）：私が書いているのは時代小説なので、自由に描いている部分もあり

ますが、基本的には資料を調べます。史実については自分で年表などを作っ

ています。ノートの見開き２ページを１年分にして。そこに読んだ資料からわか

った事などをどんどん書き入れていきます。今回もノート６冊ほどの分量になり

ました。調査には、執筆と同じくらいの時間をかけています。自分が魅力を感じ

る人物について小説を書くのはもちろんこと、そのために必要な資料を読んで

いる時も、とっても楽しいですね。 

（図書館）：快くインタビューにご協力くださいまして、本当にありがとうございました！

図書館を上手に活用いただいていて、冥利につきる思いがします。仕事や学習、

楽しみのためにも、その方の役に立つ何らかの資料を提供する事ができれば、図

書館としてこんな嬉しいことはありません。また、谷崎潤一郎夫人の松子を描い

た、最新刊の『花筏』についてのお話などもうかがいました。今は坂本龍馬の妻・

おりょうについての小説に取り組まれ、こちらは 11 月下旬頃に刊行される予定だ

そうです。次回作も楽しみにお待ちしたいと思います。ありがとうございました。

『花筏』 「松子はいくつにな

っても女そのものの人だった

と思います。」（鳥越さん・談）

「検索の入力の仕方が、少し難しいですね。

ほんのちょっとした言葉の違いで、見つけ 

られない時があります。」（鳥越さん・談） 



 

 

 
 

 

 

■金沢図書館 

耐震補強等工事のお知らせ 
 金沢図書館は耐震補強等工事のた

め平成 21 年 10 月１日（木）～平成 22

年４月上旬（予定）まで、休館します。休

館中は、仮設窓口を開設します。 

●臨時休館のお知らせ 

 10 月１日（木）～６日（火）は、仮設窓

口準備のため、臨時休館となります。 

●仮設窓口のご案内 

〔開設期間〕平成 21 年 10 月７日（水）

～平成 22 年４月上旬（予定） 

〔場所〕金沢区役所１階 

 

■都筑図書館 

臨時休館のお知らせ 
 都筑区総合庁舎の電気設備点検

のため、平成 21 年９月 19 日（土）

は、臨時休館します。 

 

■シングルサインオンを開始しまし

た！ 
 かねてからご要望の高かった、シン

グルサインオンをインターネット予約

にて導入しました。 

※シングルサインオンとは：利用者が

一度のログインをするだけで、許

可されているすべての機能を利

用できるようにする仕組みです。 

 

 

 

 

 

 

■栄図書館  

読み聞かせボランティアのための 

公開講座 

「読み聞かせボランティアの第１歩」 
〔日時〕９／14（月） 10:00～12:00 

〔対象〕栄区内で、小学生を対象に

読み聞かせボランティアとして活

動している方、これから始めたいと

考えている方。 

〔会場〕栄区役所８・９号会議室 

〔講師〕石川道子氏 

〔申込〕当日直接会場へ。 

先着 100 人。 

〔主催〕栄区読み聞かせボランテ

ィア連絡会  

〔問合せ先〕栄区地域振興課生涯

学習支援係 電話（894）8396 

 

 

 

■旭図書館 

旭図書館おはなし会 

ボランティア養成講座 
〔日時〕 
①10／８（木）10:00～12:00 

＊初回のみ公開講座「子どもと絵本」  

②10／14（水）10:00～12:00 

③10／21（水）10:00～12:00 

④10／28（水）13:00～15:00 

〔対象・定員〕絵本の読み聞かせや 

ストーリーテリングに関心があり、旭図

書館のおはなし会におはなし会ボラン

ティアとして参加できる方。養成講座

全４回に参加できる方。①先着 30 人。

②～④先着 15 人。 

〔会場〕旭図書館会議室 

〔講師〕石川道子氏（第１回） 

旭 図 書 館 司 書 （ 第 ２ ～ ４ 回 ）  

〔申込〕９／17（木）９:30～  

旭図書館カウンターまたは電話で。公

開講座のみ希望の方はお申し出くださ

い。 
 

■港南図書館 

港南区読み聞かせボランティ

ア講座（初心者向け） 
〔内容〕読み聞かせに向く絵本の選び方

などの講習。実習もあります。 

〔日時〕９／30（水）、10／７（水） 

各日 10:00～12:00 

〔対象〕港南区内の小学校で読み聞か

せの活動を始めて間もない区民の方

で、２回続けて参加できる方。 

〔会場〕港南図書館会議室 

〔申込〕９／16(水)９:30～  

港南図書館カウンターまたは電話で。

先着 35 人。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
@ Lib お知らせ／講座  ９月  

※事前申込の行事について： 

ご記入いただいた個人情報は、

事業の目的以外には利用しません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■中央図書館 

読み聞かせボランティア 

養成講座 
〔内容〕中央図書館で、絵本の読み

聞かせボランティア活動を希望さ

れる方のための養成講座を行い

ます。 

〔日時〕10／９、10／16、10／23 の

金曜日 各回 10:00～12:00 

〔対象〕中央図書館で絵本の読み

聞かせ活動を希望する高校生以

上の市民の方で、全回参加できる

方（ボランティアによるおはなし会

は、毎月第４土曜日に開催予定） 

〔会場〕中央図書館５階第１会議室ほか 

〔講師〕中央図書館司書 

〔申込〕９／１（火）～９／23（水） 

E メールか往復はがきで①氏名

（ふりがな）②郵便番号・住所・電

話番号③年齢④読み聞かせの経

験の有無（有の場合は、経験年

数）を記入の上、応募してください。

（返信用はがきには住所・氏名も

記入してください） 

応募多数の場合は抽選。 

定員 15 人。                  

Ｅメール：ky-libgyoji@city.yokohama.jp 

往復はがき：〒220-0032  

横浜市西区老松町 1  

中央図書館サービス課「読み聞か

せボランティア養成講座」担当宛 

講座 

お知らせ 

 

■都筑図書館 

あなたが選ぶ『明るい気持ちにな

れる本』大募集！ 
〔内容〕ジャンルは問いません。心が温ま 

る本、とにかく笑える本、悩んでいる友

だちに教えたい本などあなたが選ぶ

『明るい気持ちになれる本』を一冊教

えてください。館内特設コーナーまた

は下記サイトで投稿をお待ちしていま

す。結果は館内掲示や都筑図書館

HP で発表予定です。 

〔期間〕 

募集期間:９／２（水）～10／２（金） 

掲示期間：10／14（水）～ 

11／18（水）予定
 

 

 

 

 

＜携帯用ＱＲコード＞ 

  

◇９月 10 日世界自殺予防デー◇
 
平成 10 年以降、全国の自殺者は毎
年３万人を越える深刻な状況が続い 
ています。図書館では、世界自殺予 
防デーに合わせ関連する資料やポス 
ターを展示します。 
 
■中央図書館 
「知ってほしい、自殺のこと  
～９月 10 日は世界自殺予防デー～」展 
〔期間〕９／１（火）～９／14（月） 
〔会場〕中央図書館１階展示コーナー
 
■緑図書館 
「知ってほしい、自殺のこと 
～考えてみよう、生きること」 

〔期間〕９／15（火）～９／30（水） 
〔会場〕緑図書館 

２ 



■泉図書館 

親子で楽しむわらべうた  
〔日時・人数〕９／18、10／16、 

11／20、12／18 の金曜日 

各回 ①10:30～ 先着 10 組 

②11:15～ 先着 12 組 

〔対象〕０～１歳児と保護者(なるべく 

全回出席できる方) 

〔会場〕泉図書館２階会議室 

〔講師〕阪口道子氏 

〔申込〕９／11(金)９:30～  

泉図書館カウンターまたは電話で。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■山内図書館 

写真展 驚（おどろき）神社のお祭り 
〔内容〕あざみ野駅周辺で毎年盛大に行 

われるお祭りの写真を展示します。お

祭りで上演される「牛込の獅子舞」は

神奈川県の無形文化財になっていま

す。 

〔期間〕９／26（土）～10／11（日）    
〔会場〕山内図書館集会室 

 

 

 

 

■中図書館 

ことりの会 「おはなし・おはなし」   
〔日時〕９／26（土）15:30～           

〔対象〕３歳～小学生 

 

中央 

●９／９（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 

●９／26（土） 

①14:00（ひとりでおはなしを聞ける子～) 

②14:30（小学生～) 

旭 ●９／９（水）15:30（３歳～ 当日先着30人）

泉 

●９／16（水）①15:30（ひとりでおはなし

を聞ける子～小学１年生） 

②16:00（小学２年生～） 

磯子 ●９／９（水）15:00 （３歳～小学１年生） 

神奈川 
●９／１（火）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～） 

金沢 
●９／16（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子) 

港南 

●９／16（水）15:30（３歳～小学生） 

●ボ９／27（日）  

①14:30（４歳～）②15:00（小学生～） 

港北 
●９／11、25（金）15:30 

（４歳～小学２年生) 

栄 

●９／９（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子) 

●ボ９／26（土）14:00（４歳～大人） 

瀬谷 ●９／30（水)15:30（３歳～） 

都筑 
●９／16（水）15:00 

（ひとりでおはなしを聞ける子) 

鶴見 
●９／９（水）14:30 

（３歳～ ※３歳未満は保護者同伴) 

戸塚 ●９／16（水）15：00（４～６歳児) 

中 
●ボ９／２（水）15:30（３歳～小学生） 

●９／16（水）15:30（３歳～小学生） 

保土ケ谷 
●９／２、９／16（水）15:00 

（幼児～小学校低学年 当日先着 30 人）

緑 ●協９／30（水）15:30（３歳～ 当日先着20人)

南 

●ボ９／９（水）15:30 

（おはなしを聞ける３歳～） 

●ボ９／12（土）11:00 

（おはなしを聞ける５歳～） 

山内 
●協９／９ (水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける３歳～） 

中央 
●９／16（水）①10:30 ②11:00 

（１～３歳児と保護者) 

旭 
●９／30（水）10:30 

（０～３歳児と保護者 当日先着12組） 

泉 

●９／10(木)①10:30 ②11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕９／１（火）９：30～ 

磯子 

●９／17（木）11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕９／11（金）９：30～ 

神奈川 

●９／29（火）11:00 

（０～２歳児と保護者 先着 15組) 

〔申込〕９／１（火）９：30～ 

港南 

●ボ９／３（木）①10:00 ②10:40 

（①②とも０歳～） 

●ボ９／11、９／25（金） 

①10:00（０～２歳）②10:40（２～４歳） 

瀬谷 

●９／10（木）①10:30 ②11:15 

（０～３歳児と保護者 各回先着12組） 

〔申込〕９／１（火）９:30～ 

都筑 

●10／８（木）①10:00 ②10:45 

（２・３歳児と保護者 各回先着 15 組） 

〔申込〕９／25（金）9:30～ 

鶴見 

●９／29（火）10:30  

（１・２歳児と保護者 各回先着 15 組） 

〔申込〕９／15（火）9:30～ 

戸塚 ●９／４（金）11:00（２・３歳児と保護者） 

保土ケ谷

●９／17（木）①10:20 ②10:50  

③11:20 各回同内容 

（０～２歳児と保護者 各回当日先着15組) 

緑 

●協９／９（水）①10:00 ②11:00 

（２・３歳児と保護者 各回当日先着15組) 

●９／16（水）①10:00 ②11:00 

（０・１歳児と保護者 各回先着15組) 

〔申込〕９／９（水）９:30～ 

南 

●ボ９／15（火） 

①10:30（０～２歳児と保護者）  

②11:30（２～４歳児と保護者） 

山内 
●協９／11、９／25（金） 

①11:00 ②11:30（１歳児～と保護者） 

@Lib 講座／展示／おはなし会  ９月                           問い合わせは各図書館へ 

展示 

■鶴見図書館           鶴見図書館開館 30 周年記念 

展示：花月園ものがたり 
〔内容〕鶴見にかつてあった東洋一の遊園地、花月園の写真や絵葉書のパネル展示です。 

〔期間〕10／１（木）～10／18（日）          

講演会：花月園ものがたり東洋一の大遊園地！？ 
〔内容〕ダンスホールや少女歌劇団などで賑わった花月園の 

姿を『鶴見花月園秘話』の著者齋藤美枝氏が語ります。 

〔日時・定員〕10／４（日）14:00～16:00 先着 50 人    

〔講師〕齋藤美枝氏（鶴見歴史の会） 

〔申込〕９／15（火）９:30～ 鶴見図書館カウンターまたは電話で。 

＊上履き（スリッパ）を持参してください。 

定例親子おはなし会 定例おはなし会 

絵葉書『鯉の大噴水』 
 

無印 司書によるおはなし会 

ボ   ボランティアグループによるおはなし会 

協   司書とボランティアの協働おはなし会 

■中央図書館 

指と耳で読む～広がる視覚障害者

の読書の世界 
〔内容〕点字が生まれる前の、むすび文字

や通心玉などの符号文字や点字図書・

録音図書を紹介します。ほかにも、「よ

むべぇ」などの活字自動読み上げ器の

実演を行ないます。 
〔期間〕９／25（金）～10／18（日） 

  ※「よむべぇ」実演は、期間中土曜・日曜の 

11 時・14 時・16 時から 15 分間 

〔会場〕中央図書館１階展示コーナー 

■瀬谷図書館 

私の一冊～この感動をあなたに 
〔内容〕利用者の皆様が選んだ心に残る

本の数々を展示します。図書館で配布

するアンケート用紙のほか、瀬谷図書館

のホームページからも応募できます。 

〔募集期間〕９／19（土）～10／18（日） 

〔展示期間〕10／24（土）～11／23（月） 

〔会場〕瀬谷図書館玄関ホール 

とくべつおはなし会 

３ 



 
「よこはま大学リレー講座 2009」 募集中！ 
 

横浜市と市内大学が連携して、それぞれの特色や得意分

野を活かした生涯学習講座を今年も開催します。本年度は

市内19大学と中央図書館が参加し、4つのテーマ別に合計

20 講座をご用意しました。 
 

A 温故知新。「横濱」を振り返る （先着130 人） 

９／12(土）、９／26（土）、10／10（土）  

各日14：00～15：30 

10／16（金）19：00～20：30 

11／14（土）14：00～15：30 

Ｂ 「ヨコハマ」を「エコハマ」に変える （先着130 人） 

10／10（土）、10／24（土）、11／１（日）、 

11／14（土）、11／28（土） 各日10：30～12：00 

Ｃ 「よこはま」で健やかに生きる （先着130 人） 

９／19（土）、10／３（土）、10／17（土）、 

11／１（日） 各日14：00～15：30 

11／27（金） 10：30～12：00 

Ｄ 「横浜」の今・これからを考える （先着30 人） 

10／11（日）、10／31（土）、11／21（土）、 

11／28（土）、12／５（土） 各日14：00～15：30 

 

〔場所〕A、B、C：中央図書館地下１階ホール 

     D：中央図書館５階第１会議室 

〔申込〕８／17（月）～定員に達するまで。 

〔申込先〕横浜市都市経営局大学調整課 

※講座詳細、申込方法等は下記アドレスのホームページ

及び図書館にて配布しているリーフレットをご覧下さい。 
http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/daigaku/partnership/ 

〔受講料〕無料 

             横浜市立図書館一覧 
図 書 館 電話番号 図 書 館 電話番号 

中央図書館 262-0050 瀬谷図書館 301-7911 

旭図書館 953-1166 都筑図書館 948-2424 
泉図書館 801-2251 鶴見図書館 502-4416 
磯子図書館 753-2864 戸塚図書館 862-9411 
神奈川図書館 434-4339 中図書館 621-6621 
金沢図書館 784-5861 保土ケ谷図書館  333-1336 
港南図書館 841-5577 緑図書館 985-6331 
港北図書館 421-1211 南図書館 715-7200 
栄図書館 891-2801 山内図書館 901-1225 
   

 

  

  

 

   

 

  

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月22、23 日に開港の地、横浜を駆け巡る国際トライアス

ロン大会が開催されます。関連した図書を紹介します。 

●『誰でもできるトライアスロン スポーツのある生活で健康に』  

トライアスロンを楽しむ会／編 学習研究社 2006 

「泳いで、こいで、走る」トライアスロン。用具の選び方から 

トレーニング方法まで、これから始める人の入門書。楽し

みながら健康になれるトライアスロンの魅力が伝わってき

ます。 

●『知識ゼロからのジョギング＆マラソン入門』  

小出義雄／著 幻冬舎 2002 

初心者の場合、ランニングを快適に楽しむにはちょっとし 

た工夫が必要とか。シューズ選びや、ケガや故障にあわ

ないランニングのしかたを解説。走力アップのトレーニン

グを重ねたら、マラソン大会にチャレンジ！ 小出監督が

アドバイスします。 

●『走ることについて語るときに僕の語ること』  

村上春樹／著 文藝春秋 2007  
小説家としてランナーあるいはトライ 

アスリートとして、著者の取り組む姿 

勢がわかる一冊！ 人は走りながら 

何を考えるのか？ 小説家にとって 

走ることとは？ 一歩踏み込んだ 

村上ワールドを堪能できます。 

●番外編「2009 トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会

公式サイト」  

2009 トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会・世界 

キッズトライアスロン大会・世界こどもスポーツサミット in

横浜の公式サイト。 

ＵＲＬ：http://www.jtu.or.jp/yokohama/index.html 

 

  

 
 

@ Lib ミニブックリスト (20)

「国際トライアスロン大会によせて」

開館時間 

●火曜日～金曜日： 午前９時30 分～午後７時  
（中央図書館は午後８時30分まで。ただし、学習室・児童書コーナーは午後７時まで）
●土曜日・日曜日・月曜日・祝(休)日・12 月28 日： 午前９時30 分～午後５時 

●１月４日： 正午～午後５時 

休館日 

 施設点検日（月１回 ＊９月は 24 日）／12 月29 日～１月３日／図書特別整理日 

４ 
平成21年８月20日発行/ 編集・発行 横浜市中央図書館企画運営課/ 〒220-0032 横浜市西区老松町1/ 電話045(262)7334/ 広報印刷物登録第213003号  類別・分類Ｃ-ME160 

 

児童書の寄贈 
がありました！！ 

  
６月 15 日（月）、磯子図書館に、横浜中央ライオンズクラブ

から児童書の寄贈がありました！子どもたちの読書推進に役立

ててほしいと、平成 19 年度に続き、２度目の寄贈です。寄贈さ

れた本は、絵本『ぐりとぐら』を含む、全95タイトル170冊です。

 ７月 22 日（水）には、感謝状の贈呈式やおはなし会もおこな

われました。 

磯子図書館の担当者 K さんは、「ライオンシールのついた寄

贈本は、大人気！ありがとうございました」と笑顔で話してくれま

した。（企画運営課Ⅰ） 

としょかん 
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