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     墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース  

２０１8 年１０月号 (１０月１日発行) 第１３８号 

 

秋です！       の季節です 

10 月 27 日から 11 月 9 日までの、文化の日を中心とした 

2 週間は「読書週間」です。 

「読書週間」は、読書の楽しさを伝え、すべての世代の方々 

に本に親しむきっかけをつくっていただきたいという考えに基 

づいた運動です。 

期間中、墨田区立図書館でも、より多くの方々に読書を楽し 

んでいただけるよう、各館で講演会などを実施します。 

ぜひ、この機会に図書館にお越しいただき、本との出会いや 

読書の素晴しさを実感してください。 

■「読書週間」今年の標語 『ホッと一息 本と一息』 
〈標語の作者のことば〉 

忙しい日常のひと時、5 分でも 10 分でも本を読んでいる間 

は本と自分だけの時間。ついついきりがつけられずホッとしっ 

ぱなしになるのが玉に瑕……わたしのたいせつな時間です。  
(公益法人 読書推進協議会ＨＰより)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【もくじ】 

・読書週間特別企画   １～４面    ・各館の催し  ５～６面         

・おはなし会、読み聞かせ  ７面    ・特集コーナー等 ７～８面 

＊＊＊ 読書週間講演会 ＊＊＊ 

『石井桃子と子どもの本 

-クマのプーさん誕生の秘密-』 

[日時] 11月4日（日） 午後2時～4時 

[講師] 竹内美紀氏（東洋大学文学部准教授） 

[場所] ひきふね図書館 [参加費] 無料 

※詳細は次ページに記載してあります。 

リサイクル本の提供 

「読書週間」期間中

は、各館でリサイクル

コーナーの本を、通常

よりも多く提供して

いきます。 石井 桃子氏 

（1907-2008） 

＊特集展示＊  

各館で、「読書週間」

ならではの特集展示

を行います。ぜひ、

ご覧ください。 

（詳細は 4ページ） 
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＊＊＊ 読書週間講演会 ＊＊＊ 

『石井桃子と子どもの本 -クマのプーさん誕生の秘密-』 

「クマのプーさん」や「ノンちゃん雲に乗る」でおなじみの石井桃子氏の創作と翻訳の秘密、

プーさんやピーターラビットの舞台となった場所、さらには石井桃子氏の波乱に富んだ人生に

ついてもお話しいただきます。 

[講師] 竹内美紀氏（東洋大学文学部准教授） 

[日時] 11月4日（日） 午後2時～4時 

[場所] ひきふね図書館５階会議室 [参加費] 無料 

[対象] どなたでも  [定員] 50名（事前申込制・先着順）  

[申込先] ひきふね図書館（直接窓口または電話・FAXで受付） 

[受付開始日] 10月1日（月）午前9時から 

※手話通訳を希望する場合は、10月10日(水)までに 

ご連絡ください 

＊＊＊ 一日図書館体験 ＊＊＊ 

一日図書館員になってカウンター業務体験や簡単な工作など

を行います。バックヤードツアーもあります。 

[日時]10月 27日（土） ①午前 10～12時 ②午後２～４時 
[場所]緑図書館 [対象] 小学生 [定員]各回先着4名 [費用]無料 

[申込先] 事前に直接緑図書館カウンターへ  

＊＊＊ ハロウィンおはなし会 ＊＊＊ 

ハロウィンにちなんだおはなし会です。 

仮装して、参加することができます。 

[日時]10月 27日（土） 午後 2時～2時 30分 
[場所] 立花図書館  

[対象] 小学生 [定員]先着50名 [参加費]無料 

[申込] 不要。当日直接立花図書館へ 

石井 桃子氏 

（1907-2008） 
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本を借りてガチャを回そう！  

期間中、八広図書館で７冊以上の

本を借りると１回ガチャガチャを

回すことが出来ます。中身は来てか

らのお楽しみ。 

[期間] 10月 27日(土) 

～11月 9日(金) 

[場所]八広図書館  

[対象]小学生まで [参加費]無料 

 

 

＊＊＊ みんなでつくろう、読書の木 ＊＊＊ 

葉っぱ形のアンケートにおすすめ本のタイトル、

著者名、おすすめの理由を書いて、本館カウンター

の赤いポストに入れて下さい。皆さんの葉っぱで、

読書の木をつくります。 

[場所]梅若橋コミュニティ会館図書室 

[募集期間] 9 月 1 日(土)～10 月 15 日(月) 

[期間] 10月 27日（土）～11月 30日（金） 

＊＊ 『本を読んでビンゴ！』 ＊＊ 

2ケ月間チャレンジしよう！ 

本の返却の際に、ビンゴカードにスタン

プをおします。縦・横・斜めのいずれか３

つ並ぶとビンゴ。プレゼントがもらえます。

詳しくは、図書室カウンターにおたずね下

さい。 

[期間] 10月 1日（月） 

～11月 30日（金） 

[場所]東駒形コミュニティ会館図書室 

[対象] どなたでも 

[参加費] 無料 

 

＊＊ 宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ)協力 ＊＊ 

『宇宙に住めるかな？』 

宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ)による宇宙の衣食住につい

ての講演やロケット工作などを行います。 

[日時]10月 27日（土） 午後 2時～3時 30分 
[場所]八広図書館（多目的ホール） 

[対象] 小学生 [定員]60名  [参加費] 無料 

[申込開始日] 10月1日（月）午前９時から 

[申込み先] 直接または電話で八広図書館へ 
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＊＊ 洋書で読む名作 ＊＊ 

子どものころに読んだ絵本や、有

名な物語の外国語版を特集します。

日本語版と合わせて読むのがおす

すめです。 

[場所] 緑図書館 

[期間] 10月 27日(土) 

～11月 9日(金) 

＊＊職場体験者のオススメ本＆ＰＯＰ展示＊＊ 

これまでに職場体験に来てくれた歴代の生徒さん達の

オススメ本を、当時作ってくださった素敵なＰＯＰとと

もに展示します。 

 [場所] 緑図書館 

[期間] 10月 27日(土)～11月 9日(金) 

＊＊＊ 福ＢＯＯＫ ＊＊＊ 

ブックカバーでタイトルや内容紹介を隠し

て文庫本や新書本を展示します。キーワード

をもとに新たな本に出合える企画です。 

[場所] 立花図書館 

[期間] 10月27日(土)～11月9日(金) 

＊＊＊ ナイス！帯大賞 ＊＊＊ 

今年度立花図書館に入った新刊の「帯」から、

思わず「ナイス！」と言ってしまうフレーズ

やデザインのものを職員が選びました。資料

と合わせて展示します。 

[場所] 立花図書館 

[期間] 10月 27日(土)～11月 9日(金) 

＊＊ 児童向けブックリスト ＊＊ 

「クローバーNo.4」 

八広図書館が作成する児童向けブックリ

スト「クローバー」の第４弾。スタッフ

がおすすめする児童書を、対象年代別に

分類してまとめました。お子様の読書活

動にご活用下さい。 

[場所] 八広図書館 

[配布期間]10月 27日（土）～ 

＊＊＊ ティ―ンズのための ＊＊＊ 

単語帳型ブックリスト 

ティ―ンズ世代が実際に選んだおすすめ本で、

単語帳型ブックリストを作成して配布します。 

[場所] 八広図書館 

 [配布期間]１１月 1日（木）～ 

＊＊ みんなのオススメ本 ＊＊ 

 ＆アンケート発表！ 

緑図書館をご利用の皆さまからご

紹介いただいたオススメの本を展示

します。また、読書に関するアンケ

ート結果も一緒に発表します。 

[場所] 緑図書館 

[期間] 10月 1日(月) 

～10月 31日(水) 

＊＊＊ 『2018年話題の人』＊＊＊ 

今年話題になった人や生誕・没後で 2018

年に節目を迎える著名人の資料を展示します。 

[場所] 横川コミュニティ会館図書室 

[期間] 10月 19日(金)～11月 14日(水) 

＊＊＊ 図書館員が選ぶおすすめの本 ＊＊＊  

～ティータイムのおともにしたい、この１冊～  

ひきふね図書館員が皆さんにおすすめしたいお気に

入りの一冊を、コメントを添えて展示します。 

[場所]ひきふね図書館３階特集コーナー 

[期間] 10月 19日(金)～12月 19日(水) 
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■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

【パートナーズ企画】 

ハーバード・ビジネス・レ

ビュー読書会 

10 月 13 日（土） 午後 5 時～8 時 

〈場所〉5 階会議室 〈定員〉先着 12 名 〈参加費〉無料 

〈申込み〉直接または電話、メールでひきふね図書館へ 

〈その他〉★テキスト・課題本『DIAMOND ハーバード・ビジネ

ス・レビュー2018 年 10 月号』 
〈内容〉10 月号の特集テーマは「戦争戦略より大切なこと」です。3

時間の自由討議をおこないます。1テーブルで深い議論を志向します。 

第 187 回すみだ文化講座 

『すみだ北斎美術館特別展 

「北斎の橋 すみだの橋」企

画担当秘話』 

 

10 月 20 日（土） 午後 2 時～4 時 

〈場所〉5 階会議室 〈定員〉50 名 〈参加費〉無料  

〈申込み〉直接または電話、FAX でひきふね図書館へ 
〈内容〉すみだ北斎美術館学芸員・竹村誠氏に、開催中の展覧会の見

どころや、企画を行う中で得た発見について、お話していただきます。 

すみだ英語たどくらぶ 

 

 

 

 

 

10 月 21 日（日）午後２時～４時 

〈場所〉２階プロジェクトコーナー 〈参加費〉無料  

〈申込み〉直接会場へ 〈その他〉開催中、４階多読コーナーの

本は２階の会場へ移動しますので、ご了承ください。 
〈内容〉交流タイム、自分のペースで読書タイム、その他、ブックト

ークなど 

【パートナーズ企画】 

人生・生きがい、青春、恋

愛・結婚、社会・歴史を考

える読書会 

10 月 28 日（日）午後 2 時～4 時 30 分 

〈場所〉5 階会議室 〈定員〉先着 20 名 〈参加費〉無料 

〈申込み〉直接または電話、メールでひきふね図書館へ 

〈その他〉★テキスト・課題本『美は乱調にあり』瀬戸内寂聴/

著（岩波現代文庫） 
〈内容〉大正期、まっすぐ愛し、不平等な社会や旧弊の男たちと闘い、

生きた新しい女たち、伊藤野枝や平塚らいてう、神近市子など女性

たちの熱き人生を活写した、瀬戸内寂聴の女性伝記文学の代表作に

して傑作を縦横に語り合います。 

【英語多読講座】 

『英語多読で読み聞かせ』 

 

11 月 11 日（日） 午前 10 時～12 時  

〈場所〉２階プロジェクトコーナー 〈参加費･持ち物〉不要 

〈申込み〉10 月 11 日より直接または電話でひきふね図書館へ 

〈定員〉先着 12 名 〈対象〉区内在住在勤在学、または墨田区

図書館（室）カードをお持ちの隣接区の方 ※大人の方対象の

講座です。子ども同伴希望の方は、事前に申し出て下さい。 

〈講師〉山谷 麻由美 氏（NPO 法人 多言語多読） 
〈内容〉楽しんでたくさん読む「英語多読」について学び、子どもへ

の英語絵本の読み聞かせ等のコツを知る。 

◆お知らせ◆ 上記講座のほか、英語多読入門講座「はじめての

英語多読」（11 月 25 日と 12 月 9 日の全２回 ）を開催します。

内容詳細は、後日、図書館ニュース 11 月号及び図書館ＨＰ等で

お知らせします。 

高齢者施設読み語りボラン

ティア養成講習会 

１１月７日（水）・1６日（金）・２８日（水）午後２時～4 時、 

１２月６日（木）午後 1 時～3 時（全４回） 

〈場所〉５階会議室 〈対象〉全日程に参加でき、講習終了後、

ボランティアとして活動できる方 〈定員〉２０名  

〈参加費〉無料 〈申込み〉直接または電話でひきふね図書館へ 
〈内容〉墨田区立図書館では、区内の特別養護老人ホームなどに出向

き定期的に絵本の読み語り等を行っています。こうした事業に協力し

てくださる方を養成する講習会を開催します。 

https://www.irasutoya.com/2017/06/blog-post_846.html
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1535875358/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFOCVBQSVBRCVFNiU5QiVCOCVFOSU4MCVCMSVFOSU5NiU5Mz9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=^ADBwhoVwM2wP6uJ36WUZLPug2i8IMU-;_ylt=A2RCMY6eR4pb1iwAsiqU3uV7
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【立花図書館】 

催し物 日 程 

すみだ珈琲店主に聞く『珈

琲の愉しみ』 

 

10 月 1 日（月）午後 6 時 30 分～7 時 30 分 

〈場所〉立花図書館 〈定員〉15 人 〈参加費〉無料  
〈内容〉墨田区太平にある「すみだ珈琲」店主 廣田氏をお招きし、珈

琲と“すみだ”にまつわる楽しいお話をうかがいます。 

※定員に達しましたので、募集は終了しています。 

【八広図書館】 

催し物 日 程 

大人の工作会第 10 弾 

『苔テラリウム』 

10 月 13 日（土）午後 2 時～3 時  

〈場所〉八広図書館ラウンジ 〈定員〉先着 5 名 〈対象〉大人  

〈参加費〉無料 〈申込み〉八広図書館カウンターにて受付 
〈内容〉人気の「苔テラリウム」を手作りする工作会を行います。 

ぬいぐるみおとまり会 10 月 20 日（土）午後 2 時～2 時 45 分  〈定員〉10 人 

〈場所〉多目的ルーム（和室） 〈持ち物〉ぬいぐるみ１体  

〈参加費〉無料 〈申込み〉八広図書館カウンターにて受付  
〈内容〉ぬいぐるみと一緒におはなし会を楽しんだあと、ぬいぐるみ

は図書館でお預かりし、その晩お泊りをしてもらいます。後日参加者

にはお泊り会の様子を撮影した写真入りカードをプレゼントします。 

【東駒形コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

君だけのオリジナル天体望

遠鏡をつくろう！ 

10 月 27 日（土）午後 5 時～7 時 〈場所〉4 階図工室、5 階

体育室ベランダ 〈参加費〉500 円（天体望遠鏡材料費代） 

〈定員〉20 名 〈対象〉小学生、中学生。ただし、小学生は保

護者のお迎えが条件になります。保護者の参加も可。 〈申込み〉

1 階図書室カウンターにて、参加費を添えてお申込みください。 
〈内容〉宇宙（月・夜空等）の観測・講話の後、天体望遠鏡を制作し

て、実際に夜空を観測します。 

【梅若橋コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

ぬいぐるみときくおはなし

会＆ぬいぐるみのおとまり

会 

10 月 14 日（日）午前 10 時 45 分～ 〈場所〉２階多目的室 

〈対象〉幼児～小学校低学年 〈参加費〉無料 

〈定員〉先着 20 名（おとまり会は 10 名） 

〈申込み〉梅若橋コミュニティ会館図書室カウンターにて受付 
〈内容〉ぬいぐるみと一緒に楽しめる参加型紙芝居・ボードビルショ 

ー・アルバムのプレゼントなど盛りだくさんの内容でお待ちしてます。 

【横川コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

キッズタウンおはなし会と 

児童向けリサイクル本の配

布 

10 月 21 日（日）【第一部（乳幼児向け）】午後 2 時～２時 30 分 

【第二部（幼児・小学生向け）】午後３時～3 時 30 分 

〈場所〉３階学童クラブ室〈申込み〉不要、直接会場へ 

〈参加費〉無料  ※リサイクル本は会場の前で配布します。 

中学生・高校生のための 

“ＰＯＰコンテスト”作品

展示・表彰式 

 

【作品展示】11 月 1 日（木）～28 日（水）の開館時間中  

〈場所〉2 階プロジェクトコーナー 〈内容〉全応募作品の展示 

【表彰式】11 月 4 日(日)午前 10 時 30 分～11 時  
 ※開場は 10 時 15分～ 

〈場所〉2 階プロジェクトコーナー 〈定員〉先着 30 名 

〈申込み〉不要、直接会場へ〈内容〉受賞作品の発表・表彰 
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■おはなし会・読みきかせ（１０月１日～１１月１０日） 

■10 月の特集コーナー  ※１０月１日現在のテーマです。月の途中で変わる場合があります。 

施設名 場所 テーマ 

ひきふね図書館 一般書 オリンピック・パラリンピックの歴史 

ティーンズサービス Ｔｈｅ 忍者 

児童書 あきのえほん 

プロジェクトコーナー 
がんばれ！フウガドールすみだ展 

すみだ３M 運動スペシャルウィーク展 

緑図書館 

  

  

  

一般書 緑図書館ご利用の皆様が選んだ本 

ティーンズサービス 紙 

児童書 ぼくの！わたしの！おすすめの本！ 

絵 本 つき 

立花図書館 

  

  

一般書① ナンバー“わん”をさがせ！ 

一般書② コーヒーハウスたちばな 

ティーンズサービス たのしいびじゅつ 

児童書 歴史人物あいうえお 

絵 本 たべもの 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 
おはなしのじかん 

10 月 2 日（火）・16 日（火）・11 月 6 日（火） 

午前 11 時～ ★11 月 10 日（土）午後３時～ 

おひざでえほん 10 月 23 日（火）午前 10 時～・午前 11 時～ 

 

 

緑図書館 

小さい子どものための 

おはなし会 

10 月 4 日(木)午前 10 時 30 分～ 

11 月 1 日(木)午前 10 時 30 分～ 

えほんをよもう 10 月 13 日(土)午後 3 時～ 

おはなしのへや 10 月 17 日(水)午後 3 時～ 

えいごでえほん 10 月 24 日(水)午前 10 時 30 分～ 

 

 

立花図書館 

おはなし会 
10 月 6 日(土)・13 日(土)・20 日(土)・27 日

(土)・11 月 3 日(土)・10 日(土)午後 2 時～ 

赤ちゃんおはなし会 

10 月 17 日(水)午前 11 時～・午後 1 時 30 分

～／10 月 28 日(日)・11 月 4 日(日)午前 11 時

～ 

 
 
八広図書館 
 

おはなしとあそびの 
じかん 

10 月 6 日(土)・13 日(土)・20 日(土)・11 月 3

日(土)・10 日(土)午前 11 時～ 

おひざでえほん 10 月 12 日(金)・11 月９日(金)午前 11 時～ 

ぷちおはなし会 10 月 17 日(水)午後３時 30 分～ 

おはなしひろば 10 月 27 日(土)午前 11 時～ 

東駒形コミュニティ
会館図書室 

おはなしのもり 10 月 4 日（木）・11 月 1 日（木）午後 3 時～ 

えいごでおはなし会 10 月 10 日（水）午後 3 時～ 

おはなしれっしゃ 10 月 16 日（火）午前 10 時 30 分～ 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

おはなし会 
10 月 6 日（土）・20 日（土）・27 日（土）・ 

11 月 3 日（土）・10 日（土）午前 11 時～ 
（乳児事業ひよこちゃん 

あそぼう内） 
あかちゃんおはなし会 

10 月 11 日（木）午前 10 時 30 分～ 

横川コミュニティ 

会館図書室 
おはなしのじかん 

10 月 5 日（金）・12 日（金）・19 日（金）・26

日（金）・11 月 2 日（金）・9 日（金）午後 3 時

45 分～ 



８ 

八広図書館 一般書 お鍋でぽかぽか 

特別展示 墨田区図書館雑誌貸出ランキング 

おすすめ 続きが気になって眠れない…ミステリー小説 

ティーンズサービス 今昔表紙物語 

ティーンズサービス 本の中でカフェ巡りはいかが？ 

児童書 オバケがでてくる本 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

一般書① あの日、見た、鉄路 

一般書② お金に愛されよう♡  

ティーンズサービス やっぱり待ってた！読書の秋  

おはなしのもり うちだりんたろうの絵本  

おはなしれっしゃ ぱくぱく。もぐもぐ。 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

  

一般書① Books+Music 

一般書② 
ちょっと一休みプチビジネス支援（9/1～10/27） 

みんなでつくろう読書の木（10/27～11/30） 

児童書 いたずら と おかし  

横川コミュニティ 

会館図書室 
一般書 

日本の伝統的な運動競技 

映画で見るか、小説で読むか 

児童書 
アニメになった本 

ハッピー・ハロウィーン！ 

■開館時間 

施設 曜日 開館時間 

ひきふね図書館 
月～土曜日 

午前 9 時～午後 9 時 
＊こどもとしょしつは午後 6 時まで 

日曜日・祝日 午前 9 時～午後 5 時 

緑・立花・八広図書館 
東駒形・梅若橋・横川コミュニティ
会館図書室
すみだ女性センター情報資料コーナー  

月～土曜日 午前 9 時～午後 8 時 

日曜日・祝日 午前 9 時～午後 5 時 

■休館日 

館内整理日（毎月第３木曜日 ＊祝日にあたる場合は翌日）、年末年始、特別整理期間 

■所在地・電話番号 

図書館ホームページ (http://www.library.sumida.tokyo.jp) 

図書館電話案内サービス (℡:03-3612-6048) 

ひきふね図書館メールアドレス(HIKIFUNE＠city.sumida.lg.jp)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ひきふね図書館  
京島 1-36-5 ℡5655-2350 

東駒形コミュニティ会館図書室 
東駒形 4-14-1 ℡3623-1141 

緑図書館 
緑 2-24-5 ℡3631-4621 

梅若橋コミュニティ会館図書室 
堤通 2-9-1 ℡3616-1101 

立花図書館 
立花 6-8-1-101 ℡3618-2620 

横川コミュニティ会館図書室 
横川 5-9-1 ℡5608-4500 

八広図書館 
八広 5-10-1-104 ℡3616-0846 

すみだ女性センター情報資料コーナー 
押上 2-12-7-111 ℡5608-1771 

http://www.library.sumida.tokyo.jp/
TEL:03-3612-6048

