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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。

今年の夏も暑かったですね。コロナ禍のなかではありましたが
楽しい夏休みを過ごせたでしょうか。さて今月は 9 月。私事ですが、
11 年前の 3 月、両親を一度に亡くし同時に故郷を失いました。春
も夏も泣いて過ごした私ですが、秋が来る頃ふと、このままでい
いのか、せめて自分に出来ることをやらなければと思ったのです。
当時私は音訳図書制作のボランティアをしていました。音訳と

最近の今野さん

は、眼の不自由な方に文字情報を音声に変えて伝えることです。

老若男女の利用者の方々と親し気にお話する今野さん。

中断していた活動を再開しました。遮音のため昼間もカーテンを

出勤するとカウンターが活気にあふれ、退勤するとスッと

閉め切りマイクに向かいます。正確さを求められる音訳では 1 文

静けさが訪れます。相手の状況や気持ちを常に想像し、受

字の誤読も読み直しになるのでひたすら文字だけを追いかけます。

け止め、あたたかく寄り添いに行く今野さんのなせる業で

そんな時間の中で癒やされていく自分がいました。音訳を始めて

す。皆さまへ本との出会いを提供する図書館員である私達

15 年、怠け者なのに続いているのが不思議です。顔も知らない誰

は、本や言葉の力を享受できる柔らかな感性を持ち続けて

かのためと言いながら救われているのは私です。そして私は本に

いたいと思うものです。

何度も救われてきたなと思うのです。

コラム本文にもある通り、図書館はすべての方へ資料を

今回ご紹介するのは私が音訳した本の一冊『君が夏を走らせる』

お楽しみいただけるよう、様々なサービスを提供していま

です。主人公は金髪ピアスの高校生大田君。先輩からの頼みを断

す。当館ではまだ音訳サービスは展開できておりませんが、

り切れず 1 歳 10 ヶ月の鈴香ちゃんの面倒をみることになります。

「開かれた図書館」をめざし、環境整備やスタッフのスキル
向上に努めてまいります。

はじめは泣いてばかりの鈴香ちゃんに困り果てる大田君。二人の
距離が近づいていく過程は子育て経験者には感涙ものです。さす
が瀬尾まいこワールドの爽やかな読後感。中学生の大田君に逢え

〇今野さんおすすめ本
君が夏を走らせる

ついでと言っては何ですが当館の大活字本の棚も私のイチ押し
です。「リフノス」利府町図書館になって大活字本の蔵書が増えま

瀬尾 まいこ 著

した。老眼鏡なしでも読書が楽しめると好評です。ご案内いたし

新潮社

ますのでお気軽にお声掛けください。

913.6/ｾｵ

P1 表紙・コラム

る『あと少し、もう少し』もお勧めの一冊です。

今野喜久子

P2 ワクワク！ドキドキ！夏の思い出

P3 おすすめ資料のご案内

P4 9 月のお知らせ

開館 1 周年記念月間として、イベントをたくさ

ん開催した 7 月。特に反響の大きかった 2 つの
イベントのレポートをお届けいたします。

ワクワク！
ドキドキ！

夏の思い出

夏の夜空を見上げてみよう！

ワクワク実験と読み聞かせで︑
空気はかせになろう！

月
理科読〜空気ってなんだ？〜﹂
７／
( ・祝 ︑﹁
)
を開催しました︒私たちの生活にとっても身近で︑なくては

７／
日
( 天
) 体観望会が行われました︒昨年に引
き続き天候が心配された本イベントでしたが︑図書館

ならない﹁空気﹂のふしぎを解き明かすイベントです︒プロ

法人ガリレオ工房さま

で用意していた︑てるてる坊主の効果もあってか︑星

にお願いしました︒そして︑宮城県利府高等学校の図書委員会・
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グラムの立案と実験のご指導は

18

を観測するには問題ない空模様となりました︒今年も

24

リフノス東口から屋外に移動し︑順番にベガ号の中

さんが会場へ呼びかけます︒﹁ある！﹂﹁たぶん︑ある﹂﹁ある

﹁ここに︑空気はあると思う？﹂講師・ガリレオ工房の土井

自然科学部の皆さまが︑実験のチューターを務めてください

に入って星を観測します︒望遠鏡を覗いた瞬間︑子ど

たくさんの方にご参加いただき︑本イベントへの期待

も達は﹁すごい！﹂﹁綺麗に見える﹂と大興奮！遠く

のかな？﹂子ども達の様々な反応を受けて︑土井さんは﹁よ
…
し︑空気がここにあることを確かめてみよう﹂とニッコリ︒

ました！

の星を自分の目で見たドキドキが︑こちらにも伝わっ

子ども達に問いかけながら︑絵本の読み聞かせをしながら︑

次から次へと実験を繰り出す土井さんは魔法使いのようです︒

の一つ・織姫星の﹁ベガ﹂です︒ベガは雲に囲まれた

二週目に観測したのは︑夏の大三角形を形成する星

降りる軌道が変化するのです︒子ども達は目を丸くして︑何

いきます︒折った紙を上から落としてみると …
？どこにでも
ある紙も︑折り方ひとつで空気抵抗の生じ方が変わり︑舞い

次は実験キットを使って︑みんなで空気の特徴を確かめて

夜空の中でもひときわ明るい光を発する見つけやすい

工作に困った時は︑高校生のお兄さ

最後に見た﹁ミザール﹂は北斗七星を形成する恒星

ました︒最後は︑新聞紙を繋ぎ合わせ

守り︑作り方のコツを教えてくれてい

んお姉さんの出番！高校生達は緊張し

の一つです︒二つの星が重なって見えることから﹁二

たものにうちわで空気を送り込み︑皆

かなかありません︒参加者にとって貴重な体験になっ

重星﹂と呼ばれ︑ミザールの横にある暗い星﹁アルコ

で力を合わせて新聞紙ドームを作りま

た様子ながらも︑優しく子ども達を見

ル﹂を見つけることができたら︑目のいい証拠である

した︒土井さんはニヤリと笑うと︑

ドームの中に入った子ども達は︑掛け声とともに新聞紙を突

とされたそうです︒参加者は皆︑空に指を指しながら
順番を待つ間は︑天文台スタッフの解説とともに夜

き破ってドームから飛び出し︑大きな歓声とともにイベント

﹁みんな︑これに入ってみたくない？﹂︒

空を見上げ︑和やかな雰囲気の中で観望会が行われま

いた利府高校の皆さま︑ありがとうございました！

ださったガリレオ工房さま︑朝から夕方までお手伝いいただ

参加者の皆さま︑ワクワク・ドキドキの理科読を提供してく

空気や実験に関する本をたくさん借りていってくれました︒

学ぶ意欲にあふれた子ども達は︑終了後︑会場に展示した

した︒﹁宇宙人はいますか？﹂﹁珍しい星座はなんです

本当にありがとうございました！

仙台市天文台の皆さま︑ご参加いただいた皆さま︑

とっても楽しい学びのイベントとなりました︒

か？﹂など積極的に質問をする子もいて︑子ども達に

はフィナーレを迎えました︒

ミザール・アルコルを探していました︒

たことと思います︒

星ですが︑望遠鏡ではっきりと形を確認する機会はな

度も実験を繰り返していました︒

のがわかります︒

ス﹂︒オレンジ色に光る星で︑肉眼でも赤っぽく輝く

初めに見た星は︑うしかい座の恒星﹁アークトゥル

てきました︒

値の高さがうかがえます︒
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化物園
恒川 光太郎 著

音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む

この本読んで !;
2022 年夏号

中央公論新社
913.6/ﾂﾈｶﾜ

一般財団法人

プリチュワからカピチュウ、
おっけーぐるぐるまで

出版文化産業振興財団

連作短編というには、最初に収録されてい
るホラーがかった序章的作品から最後に収
録されているファンタジックで人間の有り
様を問いかけるような抒情的作品まで、飛
躍の幅がものすごい。独立しているけど、
繋がっている。恒川さんは現実と異世界と
の狭間を描き出すのが上手く、すぐそこに
ある目に見えない世界を鮮やかに想起させ

全国各地の読み聞かせ・絵本大好きな方々
の、ネットワーク・交流を図るための情報誌。
日々たくさん出版される絵本の中から読み
聞かせに最適なものを厳選して紹介する「新
刊 100」や、人気の絵本作家さんにインタ
ビュー「こんにちは！絵本作家さん」など、
ためになるコーナーが盛りだくさんです。

てくれます。怖いのに懐かしい。どうして
暗闇が怖いのか、理由は覚えていないのに
怖さだけは湧き上がってくる。そういう世

おすすめ資料のご案内
じどうしょ

界を味わいたい方は、是非。

児童書

川原 繁人 著

朝日出版社
801.1/ｶ

音声学とは人間の発することばの音声を
研究する分野であり、この本では音声学
者兼父親である著者が娘のことばから、
プリキュアの名前や日本語ラップ、ポケ
モンなどについて真面目に分析した、子
育てエピソードも満載の音声学入門です。
また、子ども特有の可愛い言い間違いや
親子の会話のやり取りからも、分析・研究・
解説をしています。「音声学」という専門
的な分野の本ではありますが、読んでい
てなつかしい気持ちになれる方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。

YA(ヤングアダルト)
一般書
視聴覚・逐次刊行物

心心
東京の星、上海の月
石田 衣良 著

声優に興味がある方も、青春小説が好
きな方も楽しめること間違いなしです。

一緒にお調べします！
レファレンス事例のご紹介

ご相談

K/384.5/ｶ
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大正、昭和を代表する詩人、西條八十の
し

えほん

詩の絵本です。
「ひょうたん

ことば

ぼっくりこ」

ではじまるリズミカルな言葉と、少しコ
え

こころ

ミカルなカエルとひょうたんの絵が心を
たの

おとな

おんな

こ

す

よ

楽しませてくれます。大人にもぜひ読ん
いっさつ

でほしい一冊です。

ちゅうがっこう

かわ

みず
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む村には中学校がないので、川の水が多
てんぷく

わた

いときには転覆してしまうボロボロの渡
ぶね

たいしょう

しま

に住む 13 歳の女の子です。デヴィが住

すずきしゅっぱん

西條 八十 作
とのうち まほ
え
殿内 真帆 絵

う

デヴィはインドのベンガル湾に浮かぶ島

ひょうたんとかえる
さいじょう やそ

夢を追うことに懸命な彼女に惹かれま

て活きてきます。アニメが好きな方も

つうがくろ

わん

石森は彼女と声優の専門学校で出会い、

す中では、その違いがむしろ個性とし

は

りくようしゃ

アニメが大好きな少女です。主人公の

も年齢もバラバラですが、声優を目指

せかい

六耀社

陽心心は上海から日本にやってきた、

おり……。声優学校の仲間たちは出自

い

世界の果てにはこんな通学路が！デヴィ

KADOKAWA
Y/913.6/ｲｼﾀ

す。しかし、彼女はある秘密を抱えて

がっこう

学校へ行きたい !;[3]

の

かわ

わた

きけん

し舟に乗り川を渡ります。そして危険な
どうぶつ

ひと

もり

ぬ

動物や人さらいがひそんでいる森を抜
いのち

がっこう

かよ

せかい

け、命がけで学校に通っています。世界
そうぞう

つうがくろ

には、想像もつかないような通学路を
とお

がっこう

かよ

通って学校に通う子どもたちがたくさん
います。このほかにも、シリーズがある
よ

ので、ぜひ読んでみてください。

「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

回答資料

利府町で日本一の

①「日本一」であれば新聞記事などにデータがあるのではないかと推測し、各種新聞のデータ

図書館内の新聞

ものがあれば教え

ベースで「利府」「日本一」などのキーワードを入れて検索。

データベースに

て欲しい。

②ヒットした下記 3 つの記事を回答資料とする。

て、記事の閲覧・

・河北新報データベース

印刷ができます。

2022 年 2 月 28 日の記事

利府町にある新幹線総合車両センターは広さが日本一。

お調べものにぜ

・河北新報データベース

ひご活用くださ

2021 年 7 月 1 日の記事

イオンモール新利府北館にあるアミューズメント施設は、所有するクレーンゲームの台数
(515 台 ) が世界一。同年 6 月 29 日にギネス世界記録に認定された。
・朝日新聞クロスサーチ

2017 年 2 月 22 日の記事

町村議会広報全国コンクールで利府町が全国 1 位になった。2010 年度から 7 年連続のトップ
10 入りで、この年初の全国 1 位受賞を果たした

い。

最新情報はこちら
笑おう！楽しもう！
こども落語体験ワークショップ & 落語会
落語ワークショップでは、おそばを食べる・刀
を抜く、手紙を書くといった落語に欠かせない
Twitter

Instagram

仕草を、プロの落語家が伝授します。実際に高
座に上がって落語家気分を味わったり、お囃子
の三味線に合わせて太鼓を叩いたりする体験も
できますよ！
落語会はどなたでもご覧いただけます。講談や
和妻 ( 日本古来の手品 )、生のお囃子も聴きど

Web サイト

ころ！笑って免疫力をあげましょう！
【日時】10 月 8 日 ( 土 )
①落語ワークショップ

感染拡大防止について

13:30 〜 14:20(13:00 開場 )
②落語会

15:00 〜 16:00(14:30 開場 )

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

【会場】多目的ホール

リフノスでは厚生労働省の基本的対処方

【対象・募集期間】

針に則り、以下の対応を実施いたします。ご

①落語ワークショップ

理解ならびにご協力をお願いいたします。

小学生とその保護者／先着 25 組
※9/8( 木 )9:00 〜

①出入り口での手指消毒、検温

定員に達し次第、受付を終

了いたします。

②マスク着用

②落語会

③密集回避のための座席数の制限

どなたでもご覧いただけます／

先着 330 名 ( 指定席制となります )

④室内の換気

※9/8( 木 )9:00 〜 10/8 日 ( 土 )14:00
【参加費】無料

レポート：一日図書館長

【申込方法】
①落語ワークショップ
図書館カウンターまたはお電話にて承ります

7/31( 日 )、小学 4 年生の髙橋優誠くんが「一日

②落語会

図書館長」に就任しました！

図書館カウンターまたはインター

ネットよりお申し込みください

制服をビシッと着こなし、資料を棚に戻す配架

※お申し込みには「リフノスチケット会員」

( はいか ) や貸出・返却の処理、ラベルを貼る

の登録が必要です。

作業にミーティングへの参加など様々な仕事を
体験してくれました。

★チケットの予約有効期日について

カウンターに立ち、明るく丁寧な挨拶をする一

インターネットでご予約の場合は、お申込み

日館長。接客を受けた利用者さんからも、笑顔

されてから 7 日間以内に図書館カウンター、

がこぼれます。飲み込みの早さや、本を大切に

またはセブンイレブンにてチケットをお受け

扱う姿勢に、スタッフからは「もう帰っちゃう

取りください。※セブンイレブンの場合は発券
手数料 (110 円 ) がかかります

のか…」
「明日からも来てほしいな」の声が続出。

チケット予約受付完了メールに予約有効期日

大活躍の優誠くん、お疲れさまでした！ありが

が記載されますので、ご確認をお願いいたし

とう！今日の経験を通して、本や図書館のこと

ます。

をさらに好きになってもらえたら嬉しいです。
一日館長の仕事ぶりをあたたかく見守ってくだ

10/2( 日 ) 以降にご予約された方の有効期
限は、10/8( 土 )14:00 までとなりますので

さいました利用者の皆さまも、ありがとうござ

ご了承願います。

いました！

【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）

