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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。

外を歩くと生暖かい風がやさしく肌に触れ、その風に混じっ
て土や草花の匂いが鼻をかすめる…。私はそんなふとした瞬
間にとても｢春｣を感じます。この季節は、内側から力が漲る
ような、あるいは何かが静かに芽生えるような感覚を覚える
人も少なくないでしょう。
でも 10 代の頃の私は、春、殊に 4 月はあまり得意ではあ
りませんでした。進級や進学で環境が変わり、周囲に対し思
うように自分を出せずにいたり、進路に向けて選択をしなけ
ればならなかったりと、どこか不安も入り混じる時期だった

最近の富樫さん

からかもしれません。私にとって春の匂いは、そんな懐かし
いざな

い記憶を誘ってきてくれるようです。

昨年の夏頃から英語を勉強している富樫さん。お昼休みに

高校生の頃に読んだ一冊に、山田詠美氏の『ぼくは勉強が

コツコツ、テキストに向き合う姿をよく見かけます。当館

できない』という小説があります。まさに春風が吹き抜ける

の資料も活用しているそうです。「外国人の利用者さんがい

ような爽やかな青春小説で、30 年程前の作品ですが、今尚多

らっしゃったら英語でお話してみたい、って書いといて！」

くの人に読まれています。主人公の秀美は、勉強はできない

とキラキラした瞳で願い出てくれたので、ここに追記して

けれどモテる男子高生。物事を俯瞰的に見て、機知に富んだ

おきます。英語のネイティブスピーカーの皆さま、お困り

表現で場を和ませる魅力的な人物です。一方で自分に正直が

ごとがありましたらぜひ富樫さんまでお声掛けください。

故に周囲から浮いてしまう一面も持ち合わせています。読み

〇富樫さんおすすめ本
ぼくは勉強ができない
山田 詠美 //[ 著 ]
新潮社

ひでみ

進めていくと見える彼の悩み藻掻く姿は、大人びて見えても
やはり等身大の高校生なんだなあと、同年代だった自分に親
しみを感じさせてくれたのでした。今読み返してみるとまた
違って見方もでき、秀美が弟のようにかわいらしくも思えま
す。同時に、例え幼さの一種であったとしても、この頃の真っ
すぐな気持ちはこれからも大切にしていきたいと思わせてく
れる作品です。

P1 表紙・コラム

富樫久美

P2 ０歳から読めるおすすめ本、短編集・アンソロジーのススメ P3 おすすめ資料のご案内 P4 4 月のお知らせ

春うらら のんびり読書 しませんか

あかちゃんと一緒に読める、おすすめ絵本を集めました。愛らしい絵とリズミカルな
言葉の響きは、大人が読んでも楽しめます。親子で絵本、はじめてみませんか？

どこどこかわいい

じゃあじゃあびりびり

きんぎょが にげた

たなか しん // 作

まつい のりこ // 作

五味 太郎 // 作

絵

絵

福音館書店

偕成社

KADOKAWA

ひよこ、りす、うさぎ、ねこが順番に登場します。

じゃあじゃあ、びりびり、ぶーぶー、わんわん…

鮮やかなきんぎょが目をひく、絵さがし

どこどこかわいい？と問いかけ、ほっぺやおみみ

声に出して読みたくなる、豊かな擬音の数々。た

絵本です。きんぎょばちの中から飛び出

をほめていきます。ほめるところで、赤ちゃんに

くさんの素敵な音に出会える絵本です。噛んだり、

したきんぎょは、いったいどこにかくれ

やさしく触れながら読んでみてください。最後の

舐めたり、投げたりしても安心なよう丈夫にでき

てしまったのでしょうか？赤ちゃんに問

ページの赤ちゃんのお顔の表情がとてもすてきな

ています。赤ちゃんにまずは「本を開くことの喜

いかけながら読んでみてください。きっ

ので、見ていただきたいです。この絵本のイラス

び」を知ってほしい、と願うお母さん、お父さん

と指をさして教えてくれるはずです！

トは心をほっこりさせてくれます。

におすすめしたい絵本です。

長い文章を読むのは苦手…という方は、気軽に読了の達成感を味わえる短編集を読んでみるのはいかがでしょう。複数の作家の作品
を一冊で楽しめるアンソロジーはなんだかお得感もありますし、新たに好きな作家と出会えるチャンスです。手に取りやすいながら
も奥が深い短編集・アンソロジーの世界から、スタッフおすすめの 3 冊をご紹介します。

隠す

アンソロジー

アミの会 ( 仮 )//[ 編 ]

文藝春秋

「隠す」をテーマにしたこのアンソロジーは人気と実力を兼ね備えた女性作家が描く 11 の不穏で切実な人間ドラマです。さ
らにこの本、全てが書き下ろしという贅沢さ！私のイチ押しは「理由 ( わけ )」。この作品には麻生という刑事が登場します。
それで「お！」と思った方は私と同じ作家のファンですね。さて、表紙の＜アミの会 ( 仮 )＞に「？」が湧いた方はあとが
きから読むことをおすすめします。このアンソロジーの魅力のわけが隠されています。

くまちゃん

角田 光代 // 著

新潮社

この短編集は、1 話目の主人公が恋人にふられ、その恋人が 2 話目の主人公になるのですが彼もまた新しい恋人にふら
れ……キュートな書影とタイトルに見合わない、痛快な「ふられ」小説です。別の人には幻滅してしまうようなしょう
もない一面すらも、愛おしく素晴らしく思える恋のはじまり。互いに影響を与え合う生活。恋が終わる時には泣いたり怒っ
たり相手を呪詛したりしながら、毎日を必死に生きていく。そんな姿が、著者特有のリズミカルな文体で描かれています。
ふられた後のほうが魅力的に見える主人公たちに、誰かを好きになることの尊さを教えてもらえます。

殺し屋ですのよ

星 新一 // 作
和田 誠 // 絵

理論社

読書に苦手意識を感じる子どもから読書好きな大人まで、老若男女を魅了してやまない「ショート・ショートの神様」星新一
の傑作集です。奇抜な設定・淡々とした語り口・ブラックユーモア・秀逸なオチが魅力の星新一作品。いつの時代でも楽しめ
るようにと固有名詞を極力なくし、読み手のことを考えつくした著作の根幹には人間への深い理解と愛情を感じることができ
ます。おすすめは「処刑」です。他の星新一作品とは少し毛色が違う話ですが、生きるとはなにか、人間の幸福とはなにかを
考えさせられる名作短編なので、ぜひ一度読んでみてください。

川端 康成 // 著

木下 龍也 // 著
集英社

窪島 誠一郎 // 作

アリス館

「無言館」とは、長野県に実際にある

長年読み継がれる名作文学が、漫画
家コラボカバーの新装版として生ま

美術館です。戦争で命を落とした画

れ変わりました。表紙は、宮城県出

学生の絵が飾ってあります。本書で

身で『ジョジョの奇妙な冒険』の作

は、絵を描いた画学生の名前とどん

者である荒木飛呂彦が描く踊子です。

な人物でどんな最期だったかを、優

青年と踊子の少女の淡く切ない出会

しく語りかけるような言葉で解説し

いと別れの物語である表題作を含む、

ています。あまり身近なことには感

短編 5 作品を収録しています。年譜

じられないかもしれませんが、きっ

や語注を収録し、文学に触れやすい

と他人事ではない戦争に、触れてみ

１冊になっています。

るきっかけになればと思います。

闇祓
辻村 深月 // 著

あなたのための短歌集

わたしたちの「無言館」

伊豆の踊子

KADOKAWA

ナナロク社

言葉を凝縮するとはこういうことか！
と感嘆せずにはいられない。例えれば
暗く長いトンネルの先にやっと見えて
きた出口の光のようなもの。本書は歌
人の木下龍也さんが、悩み事や勇気づ
けられる言葉を求めて寄せられたお題
に歌を一首詠んで返答する構成なので
すが、歌を読んだ瞬間パッと世界がク
リアに広がる感覚がものすごいのです。
三十一文字しかないのに、風景が広が
る、お守りにしていきたいと思う言葉
の力。とりわけ六十五首目は図書館で
働く私のための歌、と思って繰り返し
読みたい歌です。

せかい

おすすめ資料のご案内

うつく

世界でいちばん美しい
げんそ

こども元素ずかん
ちょ

じどうしょ

ハラスメントという言葉が頻繁に使わ
れるようになって久しいですが、作中
には「闇ハラ」が登場します。本人が
意図する・しないに関わらず自分の心
の闇を一方的に相手に押し付ける「闇
ハラスメント」。学校、団地、会社など

児童書
YA(ヤングアダルト)
一般書
視聴覚・逐次刊行物

セオドア グレイ // 著
しゃしん

そうげんしゃ

ニック マン // 写真

わかばやし ふみたか

創元社

かんしゅう

若林 文高 // 監修
たけい

まり

やく

武井 摩利 // 訳
げんそ

し

「元素」を知っていますか？さわる
すべ

げんそ

ことができるものは全て、元素か
たと

ほん

様々な場所に潜む闇ハラは、気付かな

らできています。例えば「本」は、

いうちに皆さまの周りでも起こってい

おもに炭素、酸素、水素からでき

たんそ

ほん

るかもしれません……。ホラーミステ

ひゃくにんいっしゅ

ひでこ

ちょ

成美堂出版

あんの 秀子 // 著
ひゃくにんいっしゅ かいせつ

きょうぎ

しなん

百人一首の解説から競技かるたの指南
し

じょうほう

じどうむ

まで、知りたい情報がつまった児童向
かいせつしょ

うた

す

けの解説書です。「歌のリズムが好き」
りゆう

す

「このエピソードが好き」など理由は
おも

じ

さまざまかと思われますが、まずは自
ぶん

す

うた

かいせつ

み

よ

分の好きな歌を見つけて解説を読んで
うた

す

みてください。その歌がもっと好きに
なります。

つか

しょうかい

キャッツ＆ドッグス

せいびどうしゅっぱん

せいしつ

もわかりやすく紹介されています。

違いなしです。

おぼ

げんそ

順に元素の性質や使いみちがとて

がらもページをめくってしまうこと間

たの

すいそ

げんそしゅうきひょう

ています。この本は元素周期表の
じゅん

リのため、先を見るのが怖いと思いな

楽しく覚える百人一首

さんそ

ローレンス・ ワーナー・ホーム・ビデオ
グーターマン監督
人間の犬アレルギーを解消するための新薬
を開発するブロディー博士を守るエージェ
ント犬が、ある日世界征服を企む猫たちに
よって誘拐されてしまいます。後任に他の
エージェント犬に任務を受け継ぐはずが手
違いで訓練を受けていないビーグルのルー
が送られてしまいますが、果たしてルーは
猫からブロディー博士たちと薬を守ること
ができるのか。

SCREEN；２０２２年４月号
株式会社

近代映画社

1946 年の創刊から多くの人に愛され
続けている映画雑誌。洋画や邦画、
アニメなど話題の作品情報が多く取
り扱われているエンタメ系映画専門
誌です。出演俳優のインタビュー記
事や今後の注目作品など映画がより
好きになる一冊です。

リフノスはるフェスタ

最新情報はこちら

「リフノス」全館をあげて、地域住民の皆さまに利府
町の文化芸術に親しんでいただくフェスティバルで
す。図書館では下記の 2 イベントを実施いたします。
いずれもお申し込みは不要です。お気軽にお立ち寄
りください。
Twitter

●リサイクルブックフェア

Instagram

図書館で保存していた本を無料でお渡しいたします。
【日時】4/29( 金・祝 )
・午前の部

10:30 〜 12:00

子ども向けの本 ( 絵本、児童書など )、雑誌
・午後の部

Web サイト

14:30 〜 16:00

大人向けの本 ( 一般書 )、雑誌
【会場】エントランスホール西側
※本を持ち帰る袋をご持参ください。
※お一人につき５点までとなります。

感染拡大防止について

●特別おはなし会
「おでかけ」をテーマに、楽しい絵本の世界へお連れ

新型コロナウイルス感染拡大防止

します！ご家族そろってお越しください。

のため、リフノスでは厚生労働省

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、混雑

の基本的対処方針に則り、以下の

時は入場制限をさせていただく場合がございます。
何卒ご了承ください。

対応を実施いたします。ご理解ならびに

【日時】4/29( 金・祝 )14:00 〜 14:30 頃

ご協力をお願いいたします。

【会場】図書館

おはなしのへや

①出入り口での手指消毒、検温
②マスク着用
③密集回避のための座席数の制限

「リフノス」利府町図書館
YA 代表委員会

④室内の換気

本が好きな中学生、高校生へ。本の魅力をもっと
多くの中高生に伝えるため、「YA 代表委員」を募
集します！ 1 年間で、おすすめ本のブックリスト

カフェレストラン・アリーノの
営業時間が変わります

を制作したり、図書館の意外な一面を SNS で発信

4 月より、カフェレストラン・アリーノの

【日時】5/21( 土 )、6/18( 土 )、7/16( 土 )、8/20( 土 )、

したりする活動です。学校の垣根を越えて、好き
な本について語り合える友達を見つけませんか？

9/10( 土 )、10/15( 土 )、11/19( 土 )、12/17( 土 )、

営業時間が変更となります。

1/14( 土 )、2/18( 土 )、3/18( 土 ) 各回 15:00 〜

【3 月まで】11:00 〜 21:30（LO 21:00）

17:00

↓
【4 月以降】11:00 〜 19:00（LO 18:30）
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
美味しいコーヒーと地元の食材を使った
お料理で、楽しい時間をご提供いたしま
す。
「リフノス」利府町図書館は蓋付き飲み物
の持ち込みが可能です。読書のおともに、
アリーノでテイクアウトしたお飲み物は

会員制となります。毎月活動しますので、ご参加
いただける日にお越しください！

おはなし会の日程変更のお知らせ

【会場】創作室 1

【令和 4 年 3 月 31 日まで】
●毎週水曜日 11：00（あかちゃんおはなし会） 【対象】利府町内在住もしくは利府町の学校に通う
15：00（未就学児〜）
中学生・高校生
●隔週土曜日 14：00（未就学児〜）
・抽選 10 名
↓
・募集期間：4/12( 火 )9:00 〜 5/8( 日 )20:00
【令和 4 年 4 月 1 日以降】
●毎週水曜日 11：00（あかちゃんおはなし会） ・抽選日：5/10( 火 )
●毎週土曜日 14：00（未就学児〜）
【参加費】無料

いかがでしょう？

【申込方法】図書館カウンターもしくはお電話にて
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 〜 19:00(LO 18:30)
【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。

【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）

