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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。

8 月、暑くて大変な毎日が続いていますが、皆さまは
夏を満喫できているでしょうか。暑いなかお仕事や家事
を頑張っている皆さまも、夏「休み」なのに休ませてく
れない宿題・課題と戦っている皆さまも、気分転換に物
語の世界に浸ってみるのはいかがでしょう。
物語の世界に浸るというと、ご存じの方も多いと思い

最近の花渕さん
窓口担当の花渕さんはスタッフの中でもカウンターにいる
時間が長く、館内を最も知り尽くしている一人かもしれませ
ん。接遇もグッと頼もしくなりました。開館直後の、緊張で
カチコチになっていた彼女はもういません。
そんな花渕さん、今年の夏は久しぶりにアイスを食べたそ
うです。「季節を問わずアイスはあまり食べないんですが、
蔵書点検で差し入れを頂いて、かなり久しぶりに食べてみた
らおいしかったです」と笑顔で話してくれました。

ますが『鏡の国のアリス』が私は最初に思い浮かびます。
あの個性的な世界観と登場人物で進んでいく物語は、た
まに迷子になったりしてしまいますが、読んでいてとて
も楽しく不思議な感覚を得ることができます。もちろん
前作の『不思議の国のアリス』も物語の世界に浸るには
十分な内容かと思いますが、個人的には続編である『鏡
の国のアリス』の方が好みです。作中の言葉遊びでマザー
グースの歌が出てきますし、チェスのルールに沿って物
語が進んでいくという設定がおもしろいと思います。
旅行やお出掛けは季節に関係なく楽しいということは

〇花渕さんおすすめ本

大前提として、涼しい部屋でのんびりしながらどんな場
所にも行ったような気分になれる読書も、素敵な時間の

鏡の国のアリス

過ごし方かなと思います。
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岩波書店

P1 表紙・コラム

P2 荒井良二さんがリフノスにやってきた！

P3 おすすめ資料のご案内

P4 8 月のお知らせ

ナミヤ雑貨店の奇蹟

チベット幻想奇譚
星 泉 編訳
三浦 順子 編訳
海老原 志穂 編訳
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KADOKAWA
廣木 隆一 監督
DVD/778.21/ﾅ
東野 圭吾 原作
山田 涼介 西田敏行 ほか出演

春陽堂書店
929.32/ﾁ

2017 年に公開された東野圭吾原作の映画。
大きな屋敷で悪事を働き逃走する敦也たち
3 人組は、一晩隠れるために誰も寄り付か
ない寂れた雑貨店に侵入します。そこはか
つてお悩み相談を手紙で受け付けていた
「ナミヤ雑貨店」。今は営業していない雑貨
店ですが、突然シャッターの郵便口に過去
からの手紙が投函され……。

書名にある通り、チベットの人々の生活や
世界観を、伝統的な口承文学や信仰が背景
として描かれている 13 の短編集です。原
作も実際にチベットの現代作家さんたちに
よって書かれています。それぞれの作品に
は解説も付いているので、解説を読んだ後
でもう一度読み直しても、また違った視点
で味わえて楽しいと思います。現実と非現
実、生と死、そして時代をも越える不思議
で少しダークな雰囲気の物語、この夏に読

おすすめ資料のご案内
じどうしょ

んでみてはいかがでしょう。

平凡社
596/ｽ

菅原 佳己 著

児童書

コロナ禍においてはなかなか県外へ旅行に
行くのも難しいですが、この図鑑の面白い
ところは「名産」ではなく「地元食」を紹
介しており、いつか訪れる事ができた時に
はその土地のスーパーに直行したくなると
ころです。地元民にはその辺で売っている
珍しくもない商品が、他県民にとっては
ちょっとレトロなパッケージも、ユーモア
センスが光る商品名もすべてが魅力的に見
えてくるのですから不思議なものです。長
くその土地の人に愛されている地元食を旅
行気分で眺めてみませんか？

YA(ヤングアダルト)
一般書
視聴覚・逐次刊行物

重松清
はじめての文学
重松 清 著

どんなにきみがすきだかあててごらん
サム マクブラットニィ ぶん

文藝春秋
Y/913.6/ｼｹﾏﾂ

〈はじめての文学〉は、文学に触れはじ
める若い読者のために、著者が自選した
短編を収めたアンソロジーのシリーズで
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カーネギーおじさんに教わるシリーズ；１
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作品くらいは読んだことがある人も多い
のではないでしょうか ? 教科書で作品を
読んで、他の話も読みたい ! となったら、
〈はじめての文学〉を探してみてくださ
い。もちろん、この本から重松清を読む
方にもおすすめの 1 冊です。
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なってしまうのではないでしょうか。
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最後に疲れて寝てしまったチビウサギに対し
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てデカウサギがささやく言葉には、心にグッ
とくるものがあります。

「リフノス」利府町図書館の調査事例をご紹介します。
皆さまのお役に立てるよう、当時の回答に補足を入れている場合や、回答資料を現在
もご利用いただけるものに変更している場合があります。

調査経過
①郷土資料の棚をブラウジング。『利府村誌』p.567 に「明治 27 年 1 月 4 日、請願によって利府

27 年 1 月 4 日だが、

森郷字柱田地区に、利府駅が新設された。停車場の敷地は利府森郷字柱田の地点で、当時の素封

駅設置があらかじめ

家、加瀬村佐々木佐太郎氏の寄附によるもの」という内容の記述あり。

計画されていたのか、

②『利府町誌』p.721 には「明治 24 年 9 月、東北本線が上野〜青森間全線開通したが、利府に停

あるいは駅誘致運動

車場がなかったのを憂い、同 27 年 1 月に至り当時の素封家であった加瀬村佐々木佐太郎氏から

の結果として設置さ

敷地寄贈請願の申出によって現在地に利府駅が新設された」という内容の記述があった。
③以上のことから駅設置はあらかじめ計画されていたものではなく、村民の請願によって設置さ
れたことがわかった。
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回答資料
利府村誌
利府村誌編纂委員会 編
利府村 R/212.3/ﾘ
利府町誌
佐々 久 監修
利府町誌編纂委員会 編
宮城県利府町
R/212.3/ﾘ

データベース講座
最新情報はこちら
新聞のデータベースを使って過去の記事を調
べることができることをご存じでしょうか？
検索のコツを学んで、図書館のデータベース
を使いこなせるようになりましょう！
毎月第 4 日曜日に開催いたします。お気軽に
Twitter

ご参加ください！

Instagram

【開催日時】今年度 毎月第 4 日曜日
10:00 〜 10:30、14:00 〜 14:30、16:00 〜 16:30
( 各回 30 分程度 )
【場所】図書館 データベース端末を使用

Web サイト

【対象】簡単なパソコン入力ができる方 ( 小学校
中学年〜大人 ) ／先着順
【人数】各回 1 名もしくは 2 人 1 組まで
【お申込み方法】図書館カウンターもしくはお電
話にて承ります
※データベースのご利用には、図書館の利用者
登録が必要です。利用者カードをお持ちでない
方は、事前に利用者登録をお願いいたします。

利用者カード更新のお願い
古い利用者カードをお使いの方は、新しい
利用者カードへの更新をお願いいたします。
ご住所を確認できる運転免許証、健康保険
証などの証明書をご持参の上、ご来館くだ
さい。
更新後、古い利用者カードは使用できなく
なってしまいますが、歴史と思い出が詰まっ

感染拡大防止について

たカードを「記念にとっておきたい」とい
う方は、スタッフまでお申し出ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止

これからは新しい利用者カードに、思い出

のため、リフノスでは厚生労働省

を刻んでいただければ幸いです。

の基本的対処方針に則り、以下の
対応を実施いたします。ご理解ならびに
ご協力をお願いいたします。
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
④室内の換気

【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）

