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トショノス
トショノスは利用者さん投票で
決まったタイトルです
より身近に感じていただける図書館だよりをつくるには…と
考え、タイトルを利用者の皆さまに決めていただきました。
リフノス公式 Twitter・Instagram にて投票を実施。厳正なる
投票の結果、『トショノス ( 図書の巣 )』に決定いたしました。
ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございました！
トショノスをどうぞよろしくお願いいたします。

社会人 1 年目の年の誕生日に、友人が本をプレゼントして
くれました。

広報担当から見た松田さん

包みから出てきたのは、彩瀬まるさんの『神様のケーキを
頬ばるまで』という連作短編小説でした。物語の主人公た

館長補佐兼企画・広報担当責任者。事業の企画・運用、

ちの生活は決して順風満帆ではありませんが、それでも自

そして日々旬な話題・情報をあたたかい言葉で発信

分の人生から逃げない、不器用で魅力的な人々です。周り

し続けている、広報の若き司令塔です。物腰柔らか

の人と関わりながら自ら道を切り開く姿が、あたたかく描

な松田さん。周囲のことを常に気にかけ、微細な変

かれています。

化も決して見逃しません！「リフノス」公式 SNS で

慣れない仕事に追われ、近くに知り合いもおらず息抜きの

の親しみやすい素敵な文章は、松田さんの人柄が出

仕方も知らなかった当時の私に、この主人公たちは、「と

ていますよね。

にかく生きていればなんとかなるよ」と、そっと寄り添っ

利用者の皆さまと一緒に育んでいく居心地のいい場

てくれました。読み終えて思わずホッと息をついた時、普

所を目指し、日々努力を惜しまない姿は、私たちの

段の呼吸の浅さに気づいたのでした。そして、「きっと気

背中を優しく押してくれます。

に入ると思う」とこの本を手渡してくれた友人の顔が思い
浮かびました。この物語と友人の心遣いに救われたあの日
から、「人に本を贈れるような、知識と思いやりと想像力
を持った人になろう」という目標が、私の原動力です。
お仕事に学校に、毎日お疲れさまです。生きていれば、楽
しいことばかりではないと思いますが、もしグッと伸びを
して靴を履けるだけの余裕があったら、次のお休みの日は
図書館にいらしてみませんか？当館で、あなたのパワーと

〇松田さんおすすめ本

なる一冊との出合いがあることを願っています。

神様のケーキを頬ばるまで
彩瀬 まる // 著

光文社
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図書館ライフがさらに
豊かになる︑サービス
活用のススメ

図書館内で静かにのんびり本を読

)

むことも良い気分転換になりますが︑

何気なく手に取った本を立ち読みし

て …
を繰り返す︑本を選ぶ時間とい
うのも︑図書館ならではの過ごし方

ではないでしょうか︒特に目的を決

めずに本棚を眺め︑様々な本に出会

えるのは︑図書館の魅力のひとつだ

と思います︒気になっていた本が貸

出中だった場合は︑館内にある資料

検索機からも簡単に予約がかけられ

ます︒

ゆっくり本を選び︑貸出のお手続

きをしたあとは︑読書記録通帳へ記

帳 を し て み て く だ さ い ︒﹁ リ フ ノ ス ﹂

利府町図書館には読書記録通帳とい

う楽しいサービスがあります︒思い

出としてもお手元に残しておくこと

ができます︒

花渕 ひなの は
( なぶち ひなの

スタッフおすすめの
図書館の過ごし方

広報担当から見た花渕さん
窓口担当。新卒として「リフノス」利府町図書館へ。正直者で
人懐っこい花渕さんは、当館スタッフの中でダントツの可愛が
られ上手。悩んだり落ち込んだり元気がなかったりしても、相
手の目をまっすぐ見て話を聞き、丁寧にメモを取る姿勢は何が
あっても変わりません。その素直さ、ひたむきさが彼女の最大
の魅力だと思います。選書を担当する YA コーナーの充実を目
指し日々奮闘する花渕さんへ、エールをお願いいたします！

)

が多いと思います。読み進めていくうちにどんどん好奇心が湧いてきて、読後
は達成感も感じます。そんな魅惑に満ちた本たちが整然と並んでいる図書館は
とても居心地がいいですよ。
司書として事務室で資料管理の仕事をしていますが、大切に書き上げられた本

図書館の新しい楽しみ方、
スタッフ観察のススメ

を受け入れするときには、著者のことを想像しながら作業をします。どんな人
が書いたのだろうか、どのような背景なのだろうか、と考えながら情報収集し
て作業を進めていくと、終わるころには時代背景や様々なことが分かってきて、
とても面白いです。
本は、隅々にまで情報が記されています。カバーや表紙の裏も隈なく見ること
をおすすめします。網羅的に読んで一冊の本を満喫していただきたいです。
安藤 治代 ( あんどう はるよ )

広報担当から見た安藤さん

広報担当から見た菅原さん

資料管理担当責任者。学校図書館での経験を経て、
「リフノス」利府町図書館へ。安藤さんはいつも

広報担当。旧利府町図書館に 2 年勤務し、「リフノス」

ポジティブでカラッと明るく、自分にも相手にも

利府町図書館へ。菅原さんは年齢、性別、立場を問わず、

嘘がないので、こちらも肩肘張らず正直になれる、

本当に誰に対しても敬意と思いやりをもって接する人で

そんな力を持っているように思います。一緒にい

す。なかなかできることではないと思います。そんな菅

る人にパワーを与えてくれる人です。蔵書の一冊

原さんだからこそ、スタッフもつい心の内を明かしてし

一冊を大切に、司書としての誇りをもって資料管

まうのでしょう。そして、飽くなき好奇心と挑戦心、ゆ

理業務を担ってくれています。事務室で作業して

るぎない図書館愛！広報チームの若手 2 名と、時には友

いることが多いので、館内で安藤さんを見かけた

のように語り合い、時には母のように支えてくれます。

らラッキーかもしれません！

皆さま︑
﹁リフノス﹂利府町図書館が開館

して ヵ月が経過いたしましたが︑お気に

入りの場所は見つかりましたか？

スタッフからもたくさんのおすすめスポッ

9

トをご紹介させていただきました︒トショ

ノス展示が︑ 月より常設展示コーナーの

一角にお邪魔しています！バックナンバー

も揃えていますので︑どうぞご確認くださ

4

い︒

私達スタッフも 月の顔合わせから半年︑

楽しい会話も増えてきました︒あるスタッ

フは︑学生時代本を買い過ぎて金欠になり︑

パンの耳を味変させる食生活で︑飢えを凌

いだとか︒また︑あるスタッフは︑利用者

一冊一冊に描かれている本の世界の舞台や登場人物はとても魅力的であること

さんのお役にたつのでは？と手話を噛り始

自分以外の人生を知ることができます。

めたとか︒そんな楽しくも素敵なスタッフ

登場人物の一生を描いた作品があったりします。そのような本を読むことで、

がそろっています︒こっそり名札とマッチ

図書館にある本の中には、著者が人生をかけて書き上げた作品があったり、

ングしてみませんか？

読み方のススメ

菅原 恵美子 す
( がわら えみこ

一冊の本を満喫する

4

ワンさぶ子の怠惰な冒険
（→神さまたちの遊ぶ庭）
宮下 奈都 // 著

光文社

ぜひ、このエッセイの前作ともいえる『神
さまたちの遊ぶ庭』を読んでからこちらを
手に取って頂きたいのです。小説家の宮下
奈都さんとそのご家族による奇跡（誤字で
はありません！）のような日常を目の当た
りにすることが出来るでしょう。なんでも
楽しく前向きに考える人のところへ、ユ

みょうじ

名字ずかん
はせがわ

はたらく細胞

長谷川 未緒 // 編著

ほるぷ出版

なまえ

い

まえ

みょうじ

あたり前につかっていますが、名字って

人の細胞の数、およそ 37 兆個（新説）

いったいなんなのでしょうか？

赤血球や白血球などが擬人化したキャラ

みょうじ

ほん

この本には「名字っていつからある
にほん

おお

みょうじ

の？」や「日本で１ばん多い名字ラ
し

みょう

ニークな発想をする人たちが集まるのか、
それとも宮下さんの視点が特別優しいから

字のことがくわしく書いてあります。

読んでいるこちらもそれに包まれてしまう

この本で、自分の名字やおともだち

のか…。とりわけそのネーミングセンスに

の名字をしらべてみると楽しいかも

は脱帽です！

しれませんよ。

Anniversary

か

じ

ほん

じぶん

みょうじ

みょうじ

たの

新着資料のご案内

ZARD 演奏
Being Group
今年でデビュー 30 周年になる ZARD
の曲をいま一度振り返って聴いてみ
ませんか？
デビュー 25 周年を記念してリリース

ができるアニメーション作品です。
キャラクターと一緒にからだの仕組みを
学びながら冒険してみませんか？

人生を変えるアニメ
14 歳の世渡り術
河出書房新社

声優の平川大輔さんや小説家の羽田圭介

一般書

さんなど 27 人の著名人たちが、「勇気を

視聴覚・逐次刊行物

ニメ」などのテーマ別に作品を紹介して

くれるアニメ」や「あなたに寄り添うア
います。
物語のあらすじは勿論、各々の転機と

バムです。春・夏・秋・冬とシーズ

なった体験談を交えて語られています。

ンごとに選曲され、ドラマ・アニメ

アニメ好きの人もそうでない人も、この

の主題歌や CM ソングなどで有名な

本を読めば素敵な作品を知るきっかけに

楽曲が 52 曲収録されています。

なること間違いなしです。

うみ

い

高野聖
現代語訳名作シリーズ ;4

ほん

海の生きものの本
シャーロット

さく

ミルナー // 作

え

絵

ごうどうしゅっぱん

KADOKAWA

合同出版

うみ

動画配信サイトで、コワくて不気味なお
はなしを紹介している” ミステリー案内
人さん”。その中でも選りすぐりのコワイ
ハナシを集めた短編小説です。もうすっ
かり冬ですが、ちょっとホラーな読書時
間を満喫してみませんか。

みを分かりやすく、かつ楽しく学ぶこと

YA(ヤングアダルト)

されたのが、この 4 枚組ベストアル

クロネコの部屋 // 原作

クターとして登場し、からだの中の仕組

池澤 春菜 //[ ほか ] 著

じどうしょ

児童書

ミステリー案内人さんのコワイハナシ
タチイリキンシ カドカワ読書タイム

健一監督

アニプレックス

名字と名前を言いますよね。いつも

ンキング」などいがいと知らない名

ZARD Forever Best 25th

鈴木

とき

みなさんはじこしょうかいをする時、
みょうじ

Vol. 1

しゅっぱん

へんちょ

みお

ひろいひろい海のなかは、なぞにつ
うみ

つまれています。あさい海、ふかい
うみ

うみ

うみ

ちい

海、あたたかい海、さむい海。小さ
い

おお

い

な生きもの、大きな生きもの…。
うみ

わくわくする海のなかをいっしょに
たんけんしてみよう！

泉 鏡花 // 作
川北 亮司 // 現代語訳

理論社

ちょっと不思議で怖い話が読みたい、とい
う方におすすめの１冊です。
修行僧が山奥で出会った妖艶な婦人との奇
妙な体験を描く「高野聖」など 2 話を収録
しています。あるモノが降ってくる場面は
背筋がゾッとすることでしょう……
ぜひ、現代語訳で生まれ変わった泉鏡花の
名作に触れてみてください。

紹介：としょかんたんていだん

最新情報はこちら

11 月 7 日、図書館がなぞときゲームの
会場に！図書館の中にかくされた文字
をさがそう。全部みつけられたらプレ
ゼントがあるよ。
Twitter

きみのちょうせんをまっている！

Instagram

【日時】11/7( 日 )9:00 〜 17:00
【場所】「リフノス」利府町図書館
【対象】未就学児〜小学生
お申込みは不要です。ご希望の方は当日、
カウンターまでお越しください。

Web サイト

レポート：大人のための朗読会

感染拡大防止について

〜心を込めた絵本の朗読で広がる、

新型コロナウイルス感染拡大防止

あたたかな時間〜

のため、リフノスでは厚生労働省

10/15( 金 )、
「大人のための朗読会」を開催

の基本的対処方針に則り、以下の

しました。絵本を朗読することで、表現を

対応を実施いたします。ご理解ならびに

磨き、言葉の響きに癒されて元気になろ

ご協力をお願いいたします。

う！というイベントです。

①出入り口での手指消毒、検温

参加者さんの個性に柔らかく寄り添いなが

②マスク着用

らも妥協を許さない荒井先生のご指導は心

③密集回避のための座席数の制限

地よく、短時間でメキメキと腕を上げる皆

④利用時間の制限（1 時間以内）

さまの姿に、これは魔法か？と、ついスタッ

⑤室内の換気

フは目配せをしました。
絵本の魅力と声の力を知り、全員が一体と
なって、幸せな時間を共有できた 2 時間で
した。荒井先生、皆さま、ありがとうござ
いました！

紹介：データベース講座
毎日発行される新聞。調べもので過去の記事を
ご覧になる際、1 枚 1 枚めくっていくのはなか

レポート：一日図書館長

なか骨の折れる作業ですよね。莫大な量の新聞
記事を検索し、PDF 形式などの見やすい形で

9 月 26 日、小学４年生の福島弓束さんが一日

ご覧になれるデータベースがあるのをご存じで

限定で図書館長に就任しました。

しょうか？検索のコツをサクッと 30 分で学べ

返却処理・本棚への返架作業・ミーティング

ます。お気軽にご参加ください！

への参加…。教わった仕事をすぐ吸収し、真

【日程】11/13( 土 )・14( 日 ) 10:00 〜 10：30、

剣にテキパキと業務を行う様子に、スタッフ

14:00 〜 14:30、16:00 〜 16:30 ( 各回 30 分程度 )

一同身の引き締まる思いでした。

【場所】
「リフノス」利府町図書館 データベース

本が大好きだという福島さん。
「図書館ではこ

端末を使用
【対象】一般・大人

んなことをしているんだ」と瞳を輝かせなが

先着順

ら、楽しそうに図書館長を勤めてくれました。

【人数】各回 1 名もしくは 2 人 1 組まで

最後にはおはなしドームの中で記念撮影を行

【受付方法】お電話もしくはカウンターにて承ります

【開館時間】
図書館：9:00 〜 20:00
公民館／文化会館：9:00 〜 21:00
カフェ・レストラン：11:00 〜 21:30 (LO 21:00)

【休館日】
図書館／公民館／文化会館：第 2・第 4 月曜日、12/29 〜 1/3、蔵書点検期間 ( 図書館 )
カフェ・レストラン：月曜日、12/29 〜 1/3
※ただし、第 2・第 4 月曜日が国民の祝日の場合、翌日が休館日となります。

い、素敵な笑顔を見せてくれました！

【アクセス】
〒981-0103 宮城県宮城郡利府町森郷字新椎の木前 31 番地 1

【TEL】
図書館：022-353-5031
公民館／文化会館：022-353-6114

【FAX】
022-355-6250（共通）

