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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。

やって参りました秋真っ只中の 10 月！過ごしやすく食べ物が実
りを迎えるこの季節、本当に大好きです。お米、果物、海の幸、
山の幸、どれも美味しく日々痩せる思い ( 思いだけ ) の私は、ちっ
とも痩せず食欲旺盛が止まりません。自然散策をしたりスポーツ

最近の安藤さん

で身体を動かしたり…、すればいいのに食べてばかりの毎日です。

明朗快活、クスッと笑えるジョークを常に繰り出し、

利府町の梨は美味しくてとても有名ですよね、その梨で作ったワ

周囲までつい元気にしてしまうパワーを持った安藤さん

インやジュース、カレー等も絶品です。カフェレストラン・アリー

ですが、最初に受け取ったコラム原稿はなんだかとても

ノでお召し上がりいただけますよ。

おとなしい文章でした。「表紙に載るから、奥ゆかしく

さて、利府町や宮城県、東北のことを記した本が、駐車場側一

しようかなと思って私らしさは一生懸命抑えたの」との

面の郷土資料コーナーにあります。「郷土資料」と聞くと難しく、

こと。抑えないバージョンのコラムも読んでみたいと依

敷居が高いものと感じられるかもしれませんが、町内の方が書か

頼すると、こんな安藤節全開の原稿が届いたので、こち

れた一般書や絵本もあります。実は本を出版されている町内在住

らを採用させていただきました。

の方もいらっしゃるんです。

とはいえ仕事には全力投球の安藤さん。誰もが情報に
アクセスしやすく、資料が美しく保管されている図書館

そんな郷土資料コーナーにある本を紹介させていただきます。
『1976 年夏

東北の昔ばなし』この本には利府町を含めた昔ばな

であるべく、資料管理の立場から日々業務に取り組んで

しが記されています。以前勤めていた職場の学生さんたちのレポー

います。

トで、おすすめの一冊です。郷土資料は改めて地域を知ることが
できて面白いですよ。

〇安藤さんおすすめ本
1976 年夏

「ここに来れば利府町のすべてがわかる」を目指し ( まだまだ道
のりは遠いけれど )、郷土資料の充実を図ろうと只今絶賛受入中で

東北の昔ばなし

聖和学園短大生のレポートから
聖和学園短期大学国文科学生 著
久野 俊彦 案内人

す。少しずつ冊数が増えていく郷土資料コーナーに足を運んでみ
てはいかがでしょうか。なお、「我が町利府町のことを記した資料
を図書館に置きたい！」という方は、図書館へご一報ください。
館内の棚に並べる際には、大切に保管させていただきます。

錦 仁 案内人
笠間書院

安藤治代

T/388.12/ｾ

P1 表紙・コラム

P2 おはなし会がはじまるよ！

P3 おすすめ資料のご案内

P4 10 月のお知らせ

絵本から広がる︑笑顔の連鎖
分前︑この日の

この日の運営担当は︑スタッフ２名とボラン
ティアさんの計３名︒開始
プログラムを決める打ち合わせが始まりまし
た︒﹁この作家さんの優しい絵を見てもらいた

せん︒そして︑﹁図書館に来ている

て︑当館のおはなし会は成り立って

親子連れを見ると嬉しくなっちゃう

います︒様々なご経験をお持ちの皆

そう︑おはなし会をつくるのは子ど

が集中して聴いてくれて︑演者も集中

さまのおかげで︑彩り豊かなプログ

も達なのです︒一人の反応が周囲に連

できて︑その一体感に﹃いいおはなし

ラムを組めるようになりました︒今

のよ﹂と満面の笑みで語ってくださ

会だなぁ﹄と感動する時がたまにある﹂

後もボランティアさんのお力をお借

るボランティアさんのご活躍があっ

とは児童書担当スタッフ談︒勿論︑お

りしながら︑楽しいおはなし会を運

鎖し︑全体の空気が変わっていく様子

子さまがぐるぐる歩き回っても大丈夫

はなんとも不思議なもの︒﹁子ども達

です︒大きな声を出すのもまた一興！
営してまいります︒

ずにおりますが︑多くの方々と絵本

出張おはなし会がなかなか実現でき

時世柄︑幼稚園や保育園などへの

皆さまと楽しい時間を共有できること
良いおはなし会をしようという原動力

がスタッフの喜びであり︑次はもっと
に繋がっています︒

ています︒常連さん達の︑歯が生えた

ひぜひ︑遊びにいらしてくださいね︒

パ・プレママのご参加も大歓迎！ぜ

を楽しめるよう︑おはなし会のあり

り歩行スピードがどんどん速くなった

方も日々模索中です︒また︑プレパ

り︑子ども達の成長を見届けることが

毎週行われるおはなし会は︑図書館

と寒々しいですかね？﹂︒おはなし会のプログ

できるのは図書館ならではかもしれま

に町の皆さまが︿つどう﹀機能も有し

ラムは︑毎回オーダーメイド︒机に大量の絵本

大好きです。

いのよ﹂﹁最近秋めいてきたから︑これはちょっ

を広げて︑
︿きょう︑今届けるべき絵本﹀をじっ
くり選んでいきます︒わらべうたの絵本﹃いろ
いろおせわになりました﹄がプログラムに組み
込まれることになり︑突如ボランティアさんに
よるわらべうた講座がスタート！若手スタッフ
も懸命に練習し︑バッチリ歌えるようになりま
した︒
時︑扉が開き︑赤ちゃんとお母さん達がお

はなしのへやに続々と入ってきました︒きょう
は何人が待っていてくれるだろう？と︑この対
面の瞬間は毎度ドキドキです︒みんなお馴染み
トしました︒

﹁はじまるよ﹂の手遊びで︑おはなし会がスター

てくれるこの絵本が親子共々

とができました。

と、いつも大切なことを教え

潜入してみました！

この日はわらべうた絵本の後に︑スタッフが

出てくる動物の体の動き

くるシリーズ。読み聞かせを

に、つい親子で笑ってしま

したあと、親子で優しい気持

います。特にぞうさんの鼻

ちになったり、ときにはさみ

がのびる場面がお気に入り

しい気持ちで涙がこぼれたり

です！

しく最後まで読むこ

8 月末のあかちゃんおはなし会に

輪になってわらべうた遊びの紹介をしたのです

宮西 達也 作絵

はっはっはくしょーん

おまえうまそうだな

きのした けい 作

様子？何が行われているの？

が︑﹁一緒にやってみる？﹂と声を掛けると︑女

大好きな恐竜がたくさん出て

E/ きのした /BABY

当を作りながら、楽

KADOKAWA

たあ先生 作

ポプラ社

おべんとう

で楽しむ「おはなし会」。どんな

の子二人とお母さんが参加してくれました！上

14:00 〜 14:30 頃

本・しかけ絵本の棚の隣に

毎週土曜日

E/ たあせん /BABY

E/ﾐﾔﾆｼ

moko 絵

おはなし会で読んだ絵本を
( 未就学児〜 )

11:00 〜 11:30 頃 ( あかちゃんおはなし会 )

絵本コーナー内、さがす絵

毎週水曜日

絵本や紙芝居、わらべうたを親子
30

手なお歌とお辞儀に拍手が沸き起こり︑女の子

ケジュール

はじまるよ！

達は大喜び︒会場は楽しい空気に包まれました︒

コクヨ

子どもと一緒にお弁

お知らせ
おはなし会ス

は な し会
お が
11

まとめてあります！

お父さん・お母さんに聞きました！おすすめ絵本

くちびるにウエハース
なかはら れいこ 著

左右社
911.46/ﾅ

俳句と川柳の違いを調べてみると、俳句
は「詠む」のに対し、川柳は「ものす、
吐く」ものなのだそうです。知りません
でした。この本はなかはらさんの川柳を
編んだ第三句集です。ほうり投げられた
初句がどこに着地するか全く予測できな
い面白さ、身軽さ、ユーモアに溢れた句
が並んでいます。よく知られたサラリー

5＜通常版＞
Mrs. GREEN APPLE 演奏
ユニバーサルミュージック

Disneyヴィランズの簡単ごちそうレシピ
CD/ﾐ

2020 年に発売された Mrs. GREEN APPLE
初のベストアルバム。メジャーデビュー 5
年目、メンバー 5 人で創り上げた通算 5
枚目という「5」づくしの作品です。人気
ドラマ・映画・アニメの主題歌や CM ソン
グなどが収録されています。

マン川柳より叙情的で詩に近く、読み終
える毎に「さて、この着地点からどこへ
自分は向かおうか」とわくわくしてきま
す。そこに答えはなく、ただ言葉をあじ
わう醍醐味がここにあります。

おすすめ資料のご案内
じどうしょ

児童書

ジュリー トレメイン 著
イデア インスティテュート 訳
JTB パブリッシング
596/ﾄ
ちょっとこわい見た目のものや、食べら
れない何かが入っていそうなすごい色を
したものまで…ディズニー・ヴィランズ
のキャラクターをイメージした、奇抜で
斬新な料理をたくさん集めたレシピ本で
す。実際に作ってみることはもちろん、
眺めているだけでも楽しめると思いま
す。ハロウィンパーティーのお供にもい
かがでしょう。

YA(ヤングアダルト)
一般書
視聴覚・逐次刊行物

ことばコレクター

掟上今日子の忍法帖
西尾 維新 著

さく

ピーター レイノルズ
作
やく
なかがわ ちひろ 訳

講談社
Y/913.6/ﾆｼｵ

ものがたり

掟上探偵事務所は新天地・ニューヨークへ！
セントラルパークで起きた殺人事件、凶器
はなんと手裏剣。現場近くで不審な日本人
として目撃されたのは、探偵の掟上今日子
でした。彼女は容疑を晴らすため、事件に
挑みます。今作はこの事件の話を含む全 3
話が収録されており、ブロードウェイやナ
イアガラの滝が舞台になる話も描かれます。
推理小説でありながら旅行に行った気分に
なれるところが今作のおすすめポイントで
す。記憶が 1 日でリセットされる「忘却探偵」
掟上今日子を描く人気シリーズの最新刊。
前作までの記憶がなくとも楽しめますので、
お気軽に手に取ってみてください。

ブラックホールってなんだろう？
ふくいんかんしょてん

みねしげ しん ぶん

嶺重 慎 文
くらべ
きょうこ
え
倉部 今日子 絵

福音館書店
K/443.5/ﾐ
し

なん

ブラックホールを知っていますか？何でも
す
こ
おそ
なに
にんしき
ひと
おお
吸い込む恐ろしい何か…という認識の人も多
ほん
いのではないでしょうか。この本はブラック
やさ
せつめい
ホールについて易しく説明しています。
し
ブラックホールについて知ることができる
こわ
きも
ちい
おも
ので、怖い気持ちは小さくなると思います。
おとな
かた
て
と
大人の方もぜひ手に取ってみてください。

若い世代にもっと本を好きになってもらうための学生運営チーム、「YA 代表委員会」。
町内の中学生 10 名が、意見交換をしたり工作をしたり、様々な活動を行っています。
現在は、同年代におすすめしたい本・小学生に読んでほしい本を盛り込んだブックリストを制作中。
「選ぶの難しい〜」「最近で一番頑張って考えた！」と、一生懸命本を選んでくれました。
代表委員の熱い思いが伝わる、素敵なブックリストができあがる予感がしています。
勉強や部活動で忙しいにもかかわらず、毎月全力で楽しく取り組んでくれてありがとう！
皆さまも、YA 代表委員への応援をよろしくお願いいたします！

みみ

はい

この物語の主人公ジェロームは、耳に入っ
ことば
いろいろ
かんせい
かん
と
てきた言葉を色々な感性から感じ取り、
かみ
か
紙に書いてコレクションするという「こ
とばコレクター」です。
ほか
ひと
なにげ
ことば
ほん
他の人の何気ない言葉や、本やポスター
か
ことば
に書かれている言葉すべてがジェローム
かが
にとってはすてきでキラキラ輝いている
えほん
よ
のです。この絵本を読むと、「ことば」が
も
ちから
おお
持っている力がどれほど大きなものであ
かんが
わたし
まわ
るか考えさせられます。私たちの周りに
だいじょうぶ
ことば
ある「ありがとう」や「大丈夫」という言葉、
ことば
おお
ちから
そんなありふれた言葉にこそ大きな力が
たいせつ
こと
あり大切にするべきなのだと。また、言
ば
おもしろ
おし
いっさつ
葉の面白さを教えてくれる一冊です。

＼すすめ ！ YA 代表委員会／

9 月は未来屋書店新利府南館店様に、選書ツアーに出かけました。

しゅじんこう

しゅっぱん

ほるぷ出版
E/ﾚｲﾉﾙ

感染拡大防止について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

最新情報はこちら

リフノスでは厚生労働省の基本的対処方
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

Twitter

③密集回避のための座席数の制限

Instagram

④室内の換気

利府町文化祭

Web サイト

利府町文化祭において、図書館は下記 2 イベント
を開催いたします。ぜひお越しください！
●英語 de おはなし会
今回は少し趣向を変えて、英語のおはなし会を行い

リサイクルブックフェア

ます！絵本や手遊びを通して、英語に触れてみませ
んか？

図書館で保存していた資料を、無料でお渡
しする「リサイクルブックフェア」。図書館の

【日時】10/29( 土 )14:00 〜 14:30 頃

本棚に並ぶ役目を終えたとしても、皆さまに

【会場】おはなしのへや

大切に読まれた資料には、有終の美を飾って

【対象】幼児〜小学校低学年／先着 10 名程度

ほしい！という思いで開催しているこのイベ

【募集期間】9/30( 金 )9:00 〜

ントは、毎度長蛇の列ができる、当館の一大
行事です。

定員に達し次第、受付を終了いたします
【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

【日時】10/22( 土 )
・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

●上映会

14:30 〜 16:00

おはなしドームの中で映画を楽しみませんか？ 2 作

大人向けの本 ( 一般書 )、雑誌

品を上映いたしますので、お好きなタイトルをお申

【場所】エントランスホール西側
【申込】不要です。お気軽にお越しください。

し込みください。
【日時】10/30( 日 )

【持ち物】本を持ち帰る袋をご持参ください。

第1部

10:30 〜『おしりたんてい ププっとかいけ

つ！おしりたんていとうじょう！』( 上映時間 60 分 )
※本はお一人につき 5 点まで、雑誌ふろくは 1

【対象】 小学生 ( 一人で上映を楽しめるお子さまが

点までとなります。

対象です )

※感染拡大防止対策として、密集を避けるため、
当日は入場整理券を配付いたします。ご理解と
ご協力をお願いいたします。
※施設の広報活動のため、個人が特定できない
よう配慮したうえで、写真撮影を行う場合がご

第2部

14:30 〜『はたらく細胞』( 上映時間約 60 分 )

【対象】 小学生以上
【会場】おはなしのへや
【募集期間】9/30( 金 )9:00 〜
各回先着 20 名

ざいます。

定員に達し次第、受付を終了いたします。
【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）

