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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 11 月号 (11 月 1 日発行) 第 139 号 

中学生・高校生を中心とした 10 代の皆さん（ティーンズ）に、より多くの本に親しんでもら

うため、各館に「ティーンズコーナー」を設置しています。ティーンズの知的好奇心を満たす資

料や、学習活動に役立つ資料、読みやすく共感できる小説などを所蔵し、ティーンズに親しまれ

る居心地のいい空間づくりに工夫を凝らしています。今回は、各図書館のティーンズコーナーを

紹介いたします。（各コミュニティ会館図書室にもティーンズコーナーがあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【もくじ】 
・各館の催し   ２から４面     ・おはなし会、読み聞かせ  ５面 
・特集コーナー  ５から６面     ・開館時間等        ６面 

★ひきふね図書館★ 
4 階の階段を上がってすぐ、明るくきれいなコーナーです。 

新刊本コーナーや特集展示のほか、ファッション雑誌やアニメ 

雑誌、学校案内や受験案内、「10 代の本棚」や「ブックリスト」 

のバックナンバー、イベントのちらしなども揃えており、最新の 

ティーンズ情報を手に入れることができます。 

できます。 

★緑図書館★ 
小さいながら明るくゆったりとしたスペースとなっています。

テーブルのそばには視聴覚資料やコミックのコーナーがあり、

息抜きをしながら勉強することができます。中高生向けの新聞

もあるので、時事問題などをわかりやすく学ぶことが出来ます。

３階の学習室にも勉強法ガイドの特集があります。 

★立花図書館★ 
児童書コーナーの近くにあり、子どもから大人まで気軽に本を探せ 

ます。橘高校文芸部の皆さんが作った部誌やブックカバー・しおりを 

配布しています。毎月テーマを決めて特集やミニ展示も行っており、 

おすすめしたい本を書き込める『ＴＳ 

ノート』もあります。 

★八広図書館★ 
その時話題のモノや担当スタッフおすすめテーマに沿った資料展示を

しています。書架には長く続けて読みたい方におすすめのシリーズ本や

デザイン系の本を多く揃えています。また、勉強や読書がはかどる落ち

着いた空間となっています。現在は、中高生と作る単語帳型ブックリス

トを配布しています。 
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図書館でいう【ＰＯＰ（ポップ）】とは、オススメしたい本を紹 

介するためのカードのことです。 

墨田区立図書館では毎年、中学生・高校生を対象とした「ＰＯ 

Ｐコンテスト」を開催しています。今年も、区内の中高生から 

1,386 作品もの応募がありました。受賞作品と全応募作品を展示 

しますので、ぜひご覧ください。 

■展示期間 11 月 1 日（木）から 28 日（水）まで■ 

■会場 ひきふね図書館 2 階プロジェクトコーナー■ 

             ※ 催し開催時等閲覧ができない場合がありますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各館の催し 

◇ひきふね図書館 
催し物 日  程 

【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－』 

 

11月4日（日） 午後2時から4時まで 

【場所】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） 

【申込み】直接または電話、ＦＡＸでひきふね図書館へ 
【内容】竹内美紀氏（東洋大学文学部准教授）を講師に迎え、作家・

翻訳家石井桃子氏の創作と翻訳の秘密、波乱に富んだ人生などにつ

いて、ご講演いただきます。 

【パートナーズ企画】 

『ハーバード・ビジネス・

レビュー読書会』 

11月 10日（土） 午後 5時から 8時まで 【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『DIAM 

OND ハーバード・ビジネス・レビュー2018 年 11 月号』 
【内容】11 月号の特集テーマは「AI アシスタントが変える顧客戦略」

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。 

すみだ英語たどくらぶ 

 
11月 18日（日） 午後 2時から 4時まで 

【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、ブックトークなど 

【パートナーズ企画】 

バリアフリー児童書展に関

する展示 

11月 23日（金）から 12月 19日（水）まで 

【場所】２階図書館出入口横ガラス内展示スペース 
【内容】バリアフリー図書等の展示を行います。 

 

『すべての人に読書のよろこびを』

【日時】12月 2日（日） 【場所】ひきふね図書館 2 階プロジェクトコーナー他 

※詳細は、11 月 11 日号の区報、チラシ、図書館ホームページ等でお知らせいたします。 

11月 11日より 

参加者募集開始 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1535875358/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFOCVBQSVBRCVFNiU5QiVCOCVFOSU4MCVCMSVFOSU5NiU5Mz9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=^ADBwhoVwM2wP6uJ36WUZLPug2i8IMU-;_ylt=A2RCMY6eR4pb1iwAsiqU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475938877/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxNzkucG5n/RS=^ADByJEUbH4PlgnOpF4DHFSOUvh0i5g-;_ylt=A2Rivce9uPdX5AgA3l.U3uV7
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ブックトークボランティア

講座（全３回） 

 

11月 22日（木）/11月 29日（木） 午前 10時から正午まで 

12月 6日（木） 午前 9時 30分から正午まで （全３回）  

【場所】５階会議室 【対象】ブックトークに関心のある方、講座

終了後、ブックトークの会でボランティアとして活動できる方  

【定員】先着 20 名 【持ち物】筆記用具【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 

【講師】児玉ひろ美（JPIC 読書アドバイザー）ほか 
【内容】ブックトークの基礎を学び、シナリオ作成や実演を行う。 

【パートナーズ企画】  

シャーロック・ホームズ講

演会『翻訳家・日暮雅通氏

によるシャーロック・ホー

ムズの楽しみ方』 

 

11月 25日（日） 午後 2時から 4時まで   

【場所】２階プロジェクトコーナー 【定員】40 人 【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   
【内容】日本を代表するシャーロキアンで、日本シャーロック・ホー

ムズ・クラブおよびベイカー・ストリート・イレギュラーズ会員の

日暮雅通氏による講演会。今年のホットなホームズ情報や海外の情

報など初心者からマニアックな方まで楽しめる内容です。（ネタバレ

もあるかもしれません） 

【パートナーズ企画】  

第２回 女性のためのアロ

マテラピー講座『疲れが和

らぐうえ美肌作用のある入

浴剤アロマバスボム作り』 

11月 25日（日） 午後 2時から 4時まで  

【場所】５階会議室 【参加費】無料 【定員】先着 20 名 

【持ち物】墨田区立図書館(室)の共通利用カード（かしだし券) 

【対象】20 歳以上の女性（アロマオイル使用のため、子ども連 

れの方や、妊娠中・授乳中の方、病気療養中の方は不可） 

【申込み】直接または電話、メールでひきふね図書館へ  

【講師】浅野光枝（ＡＥＡＪ認定資格アロマテラピーインストラ 

クター） 
【内容】アロマテラピーを試してみたいけど何からはじめていいかわか

らない…そんなときに役立つアロマテラピーの基本を紹介します。 

【英語多読入門講座】 

はじめての英語多読 

（全２回） 

11月 25日（日）/12月 9日（日） 各午前 10時から正午まで全２回 

【場所】5 階会議室【申込み】11 月 11 日(日)午前 9 時から、 

直接または電話でひきふね図書館へ【参加費・持ち物】不要 

【定員】先着 24 名 【対象】区内在住在勤在学、または共通利

用カード（かしだし券）をお持ちの中学生以上の方で、全２回

に参加できる方 【講師】繁村一義 氏（NPO 法人 多言語多読） 
【内容】やさしい英語の絵本から始め、たくさん読んで楽しみながら

英語力を高める読書法「英語多読」を学ぶ。 

【パートナーズ企画】 

みんなでたのしもう 障害

のある人もない人も一緒に

楽しめる絵本についての講

演会 

12月 9日（日） 午後 2時から 4時まで 

【場所】２階プロジェクトコーナー 【定員】50 名（先着順） 

【参加費・持ち物】不要 【申込み】11 月 11 日（日）午前 

9 時から、直接または電話、メールでひきふね図書館へ 
【内容】バリアフリー児童書展実行委員長の攪上久子先生に、みんな

で楽しめる絵本の紹介や読み聞かせ、展示会のことなどのお話をし

ていただきます。 

◇緑図書館 
催し物 日 程 

バリアフリー映画会 

『天国からのエール』 
11月 17日（土） 午後 2時から 4時まで  

【場所】３階学習室 【定員】先着 40 名 【参加費】無料 

【申込み】直接または電話、FAX（３６３１－４６６０）で緑 

図書館へ 
【内容】「天国からのエール」（出演：阿部寛ほか）のバリアフリー版

の上映会です。日本語字幕・音声ガイドが付いているので、見るこ

と・聞くことが不便な方でもお楽しみいただけます。 
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◇立花図書館 
催し物 日 程 

館内ツアー ファミリー編 

 
11 月 4 日（日）午前 11 時 30 分から正午まで 

【場所】立花図書館 【定員】先着５組 【参加費】無料 

【申込み】当日直接立花図書館へ 
【内容】立花図書館の館内案内、便利なサービスについて紹介。今回

はファミリーにおすすめしたい内容を中心にお伝えします。 

◇八広図書館 
催し物 日 程 

君も図書館員になろう! 

『1 日お仕事体験』 
11月 17日（土） 午後 2時から 4時まで  【場所】八広図書館 

【定員】先着 3 名 【対象】小学生 【参加費】無料  

【申込み】八広図書館カウンターにて受付。 
【内容】図書館の人は日頃どんな仕事をしているのか、実際に体験し

てもらいます。参加者にはお仕事の様子を撮影した写真付きの修了

証をプレゼントします。 

英語のおはなし会 

『英語であそぼう！』 

 

11月 25日(日) 午後 2時から 3時 30分まで【場所】八広図書館 

【定員】10 名 【対象】幼児（年長）と小学生、保護者 

【参加費】無料 【申込み】八広図書館カウンターにて受付 
【内容】英語の絵本の読み聞かせだけでなく、体を使ったゲームやク

イズを行って、楽しく英語に親しむおはなし会です。 

◇東駒形コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

ダンボール織り機で 

あったかコースター 

をつくろう 

 

11月 10日（土） 午後 1時 30分から 3時まで  

【場所】１階地域集会所 【定員】先着 20 名 【参加費】無料 

【申込み】直接または電話で、東駒形コミュニティ会館図書室へ 
【内容】ダンボールでできた織り機で、冬に使いたくなるあったかコ

ースターを作ります。子どもから大人まで、どなたでも楽しめます。 

おとなの陶芸教室 

～癒しのライティングを作

ろう☆～ 

11月 16日（金） 午後 1時から 2時 30分まで  

【場所】4 階図工室 【定員】先着 15 名 【参加費】1000 円 

【対象】陶芸初心者の大人の方 【申込み】費用を持参のうえ東

駒形コミュニティ会館図書室カウンターへ。 
【内容】プレゼントにも最適なライティングの作陶。当日は成形まで

行い、焼成したものは後日引き渡しとなります。 

◇梅若橋コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

フードドライブ 10 月 24 日（水）から 11 月 26 日（月）まで 

【受付場所】梅若橋コミュニティ会館２階事務室 
【内容】家庭で余った食料品を持ち寄り、寄付する運動です。 

（※賞味期限 2019 年以降のものが対象になります。） 

◇横川コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

だまし絵ツアーへようこ

そ！！ 
11月 24日（土） 午後 1時 30分から 3時まで 

【場所】3 階学童クラブ室 【対象】小学生から大人 

【参加費】無料 【申込み】不要  
【内容】不思議な絵をたくさん体験してから、だまし絵おもちゃを作

ります。 
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■おはなし会・読みきかせ（11月１日～12月 10日） 

■11月の特集コーナー ※11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 ティータイムのおともにしたい、この１冊 

ティーンズサービス 相棒 

児童書 えほん DE どうぶつえん 

プロジェクトコーナー 中学生・高校生のための“ＰＯＰコンテスト”作品展示 

緑図書館 

  

  

  

一般書 “笑い”の力 

ティーンズサービス 歴史を知ろう！あの時代。 

児童書 あの仕組みはなんだろう? 

絵 本 どうぶつ 

立花図書館 

  

  

一般書① ナンバー“わん”をさがせ！ 

一般書② まわるまわる 

ティーンズサービス 冬眠 

児童書 社会科見学に行こう 

絵 本 冬のたのしみ みーつけた 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 
おはなしのじかん 

11 月 6 日（火）・20 日（火）・12 月 4 日（火） 

午前 11 時～ ★11 月 10 日（土）午後 3 時～ 

おひざでえほん 11 月 27 日（火） ★10 時～ ★11 時～ 

緑図書館 

小さい子どものための 

おはなし会 

11 月 1 日(木)・12 月 6 日(木)午前 10 時 30

分～ 

えほんをよもう 11 月 10 日(土)・12 月 8 日(土)午後 3 時～ 

おはなしのへや 11 月 21 日（水）午後 3 時～ 

えいごでえほん 11 月 28 日（水）午前 10 時 30 分～ 

 

立花図書館 
おはなし会 

11 月 3 日(土)・10 日(土)・17 日(土)・24 日

(土)・12 月 1 日(土)・8 日(土) 午後 2 時～ 

赤ちゃんおはなし会 
11 月 4 日（日）午前 11 時～、11 月 21 日（水）

午前 11 時～・午後 1 時 30 分～ 

八広図書館 

おはなしとあそびの 
じかん 

11 月 3 日(土)・10 日(土)・17 日(土)・12 月 1

日(土)・8 日(土)午前 11 時～ 

おひざでえほん 11 月 9 日（金）午前 11 時～ 

ぷちおはなし会 11 月 21 日（水）午後 3 時 30 分～ 

おはなしひろば 11 月 24 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 11 月 1 日（木）・12 月 6 日（木）午後 3 時～ 

えいごでおはなし会 11 月 14 日（水）午後 3 時～ 

おはなしれっしゃ 11 月 20 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 
11 月 3 日(土)・10 日(土)・17 日(土)・24 日

(土)・12 月 1 日(土)・8 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 

 
11 月 29 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 

11 月２日（金）・９日（金）・１６日（金）・２３

日（金）・３０日（金）12 月 7 日（金）午後 3

時 45 分～ 
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八広図書館 一般書 お鍋でぽかぽか 

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① となりのユカリ ～江東～ 

ティーンズサービス② 謎解きしましょ 

児童書 ヤミ―！～おいしいえほん～ 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

一般書① 秋の草花あそび 

一般書② 日本の世界遺産 

ティーンズサービス こんな図書館あったらいーな♪ 

おはなしのもり ありえないおはなし 

おはなしれっしゃ トントントン！なんのおと？ 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

  

一般書① 大人も読みたい！児童書・TS 本 

一般書② みんなで作ろう読書の木 

児童書 秋から冬へ 

横川コミュニティ 

会館図書室 
一般書 

11 月１日は「古典の日」(１５日まで) 

外国の方をもてなす(１６日から) 

児童書 
あかいはっぱ、きいろいはっぱ(１５日まで) 

目でたのしむ「ふしぎ」のせかい(１６日から) 

■開館時間 

施設 曜日 開館時間 

ひきふね図書館 
月から土曜日 

午前 9 時から午後 9 時まで 
＊こどもとしょしつは午後 6 時まで 

日曜日・祝日 午前 9 時から午後 5 時まで 

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  

月から土曜日 午前 9 時から午後 8 時まで 

日曜日・祝日 午前 9 時から午後 5 時まで 

■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  電話: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

