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障害者サービスの情報展  

特集展示  テーマ「すべての人に読書のよろこびを」  
展示会場：ひきふね図書館 2 階プロジェクトコーナー  
展示期間：12 月 1 日～２８日  
 
 
 
 
 
 
 
 

録音図書や点字図書等の障害者向け資料の紹介と、図書館の障害サービスに協力
してくださっている方々の展示を開催しています。ぜひご覧ください。   

 

〔障害者向け資料の紹介〕  
いろいろな資料があります。  

◆大活字本・拡大写本…文字を拡大した本   
◆点字資料…点字で打たれた資料  
◆録音図書 (ＤＡＩＳＹ図書 )…耳で読む本  
◆マルチメディアＤＡＩＳＹ図書…目と耳で読む本  
◆ＬＬブック…やさしく読める本   

〔図書館の障害者サービスに協力  
してくださっている方々〕 

◇音  訳  者 

◇点  訳  者 

◇高齢者施設読み聞かせ協力者   

◇拡大写本者  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館電話案内サービス℡３６１２－６０４８  

墨田区立図書館のホームページ（ http://www.l ibrary.sumida.tokyo. jp）  

12 月３日～９日は、「障害者週間」です 

図書館利用に障害がある方へのサービス 

1975 年 12 月９日、国連で「障害者の権

利宣言」が採択されました。また、日本の障

害者基本法では、障害者の社会参加の促進等

をめざし、12 月３日～９日を「障害者週間」

と定めました。  

図書館では、視覚障害など、図書館を利用

することに様々な障害がある方のために、ボ  

ランティアの協力を得て、音訳資料（録音テ

ープ、CD-ROM）の作成や対面朗読を実施す

るなどのサービスを提供しています。  

ひきふね図書館では、障害者週間にちなみ

障害者サービスの情報展（12 月中）や障害

者週間特別イベントを、下記のとおり開催い

たします。ぜひ、この機会にご来館ください。 

【写真】２ページでご紹介する「プログラミングを体験
しよう」の様子です。小さなお子さんでも楽しめます。 
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点字のワークショップ 

「クリスマスカードを作ろう」 
じかん：1 回目  午前 10 時～11 時  

2 回目  正午～午後 1 時半  

3 回目  午後 3 時～4 時半  

 
 ６つの点で１つの文字を表す「点字」で、オリ

ジナルのクリスマスカードを作ってみませんか。  
昨年好評でしたまきまきクラフトベルや点字用紙
のポチ袋もいっしょに作りましょう。  

           （協力  点訳きつつき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

今年も残すところ一か月、本所吉良邸のあった墨田区には「師走は忠臣蔵」というファン

の方も多いと思います。今月は数多い忠臣蔵関係書の中から、第１７６回すみだ文化講座「赤

穂浪士と吉良邸討入り」講師・谷口眞子氏（早稲田大学文学学術院教授）の執筆書をご紹介

します。  

   

                                

 

 

 

 

 

 

 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース             平成 28 年（2016 年）12 月  

ひきふね図書館地域資料担当からのおすすめ  

 

 

書名：赤穂浪士と吉良邸討入り  

発行：吉川弘文館  

赤穂浪士とその家族の履歴、討入りとその後の各人の人生などを

解説し、今なお日本人を魅了する事件の真実を探ります。  

写真や浮世絵・歴史資料などが豊富に盛り込まれた読み応えある

研究書である一方で、人名や難解事項の読み仮名や脚注解説など初

心者向け配慮もなされています。  

巻末には参考文献や略年表とあわせてゆかりの地を紹介、サイズ

も手ごろで、史跡巡りのガイドブックとしても最適の一冊です。  

書名：仮名手本忠臣蔵を読む  

編者：服部幸雄   発行：吉川弘文館   

史実としての「赤穂事件」と「仮名手本忠臣蔵」との関係を、

歌舞伎や人形浄瑠璃、落語、文芸作品、浮世絵、さらには近代バ

レエなどの幅広い文化を通じて読み解き、新たな魅力を掘り起こ

して忠臣蔵人気を支える日本人の心情に迫ります。  

当代を代表する各分野の専門家の論説が結集したファン必見の

一冊、谷口氏は第１章中の「元禄時代と赤穂事件の史実」の他、

コラム２編を執筆されています。  
 

読み聞かせ 

「いろいろ」 
じかん：午後２時半～３時  

☆大型絵本「よくばりすぎたねこ」  
☆紙芝居  「ふしぎなおきゃくさま」  
☆パネルシアター「タコ焼パクッ！」  
☆腹話術  「メイちゃん」  
 赤ちゃんからお年寄りまで、どなたでも楽しめ

る内容となっています。  
 （協力  高齢者読み聞かせボランティア） 

 

プログラミングの 
     ワークショップ 

「アニメーションを作ってみよう」 
じかん：午後１時半～２時半  
5 才から体験できるプログラミン

グアプリで、アニメーションを作っ
てみましょう！タブレットを指でタ
ッチしてブロックをつなげると、キ
ャラクターに動きを  つけられます。
タブレットを使うのが初めての子
も大歓迎です。  

（協力  NPO 法人 CANVAS）  

 

朗  読  

「すみだあれこれ」 
じかん：午前 1１時～11 時半  

☆「多門寺のいたずら狸」  

☆「相撲のふるさと」  
☆「大川を愛した龍之介」  
☆「葛飾北斎」  

 墨田の歴史や良さを朗読奉仕くさ
ぶえのみなさまが語ってくれます。      

（協力  朗読奉仕くさぶえ）  

 

 

 

[とき ]12 月４日（日） 
午前 10 時～４時半  
[ところ ] 
ひきふね図書館（２階） 
プロジェクトコーナー  
[問合せ ] 
ひきふね図書館  
☎5655－2350 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1476360083/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NvemFpemNoaS5jb20vc296YWkvbGluZS9rYWtvbWkvaW1hZ2VzMi81MC5wbmc-/RS=^ADBbBHA3R1PLV8.x620yb9d1ipBAhU-;_ylt=A2RCAwcTJv5XiBsACwmU3uV7
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■12 月の特集コーナー  ※12 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  読書週間特別展示「図書館員が選ぶおすすめの本」  

ティーンズサービス  「新書」を読んでみよう  

児童書  ふゆのおたのしみ  

プロジェクトコーナー 障害者サービス特別展示「すべての人に読書のよろこびを」 

立花図書館  一般書  ▼楽しくバイリンガル  ▼世の中どうなっているの？  

ティーンズサービス  しくみ  

児童書  知ってる？  日本の行事  

えほんのひろば クリスマスのえほん  

東駒形コミュニティ 
会館図書室  

一般書①  吉良上野介 and 元禄時代  

一般書②  装丁ノチカラ  

おはなしのもり  
（２日まで）おいしいもの  いっぱい！  
（３日から）ふゆがきた！  

おはなしれっしゃ 
（19 日まで）あそぼ！あそぼ！あそぼ～よ！  
（20 日から）ことばであそぼう  

梅若橋コミュニティ 

会館図書室  

一般書①  クリスマスとお正月の準備  

一般書②  外国語を読んで見よう  

児童書  クリスマス  

横川コミュニティ 
会館図書室  

一般書  
（14 日まで）あなたの日記、私の日記  
（15 日から）12 月のハーモニー  

児童書  
（14 日まで）おそうじだいすき  
（15 日から）ふゆごもり  

会場  日程  内容等  

ひきふね図書館  12 月 10 日（土）

午 後 ２ 時 ～ ３ 時  

＊午後１時半から

整理券を配布  

[内容 ]人形劇「どうぞのいす」、パネルシアター、絵本

の読み聞かせなど  [対象 ]３歳～小学生の子ども  ＊

未就学児は保護者の同伴が必要  [定員 ]先着 30 人  

立花図書館  12 月 17 日（土）

午後２時～３時  

[内容 ]人形劇、絵本の読み聞かせ、手遊びなど  [対象 ]

小学生以下の子どもとその保護者  [定員 ]先着 30 人  

東駒形ｺﾐｭﾆﾃｨ 

会館図書室  

12 月 17 日（土）

午後２時～３時  

[内容 ]絵本の読み聞かせ、工作会など  [定員 ]先着 20

人  

梅若橋ｺﾐｭﾆﾃｨ 

会館図書室  

12 月 24 日（土）

午後３時～４時  

[内容 ]歌、ビンゴ、絵本の読み聞かせなど  [対象 ]３歳

～小学校低学年の子ども  ＊未就学児は保護者の同伴

が必要  [定員 ]先着 50 人  

横川ｺﾐｭﾆﾃｨ 

会館図書室  

12 月 23 日（祝）

午後２時～３時  

[内容 ]絵本の読み聞かせ、手遊び、人形を使ったお話な

ど  [対象 ]幼児、小学生  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース             平成 28 年（2016 年）12 月  

寒い冬は暖かい図書館で、
本の世界を満喫しましょう！  
ご来館をお待ちしています♪  

●  「おうちＤｅどくしょノート」「英語多読手帳」を配布します  ●  
 

12 月中旬以降、図書館・図書室で配布するほか、墨田区立図書館のホームページ
からもダウンロードできます。  

 
＊「おうち  Ｄｅ  どくしょノート」  
家族に本をすすめることができる、また、家族で同じ本を読み感想をそれぞれ記入

することができる、読書ノート「おうち  De どくしょノート」を発行しました。子ど
もの読書の習慣を家庭に広げ、家族で本の話をしましょう♪  
＊「英語多読手帳」  
 英語多読とは、①辞書を引かない、②わからないところは読み飛ばす、③合わない
本は無理して読まないという三原則のもと、やさしい英語の絵本から始めて、とにか
くたくさん読むことで英語を楽しむ読書法です。この手帳に読んだ本を記録し、楽し
みながら自分のペースで英語多読を続けていきましょう♪  
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■みんなで百人一首！  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース             平成 28 年（2016 年）12 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  
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■まちライブラリー×まちぐるみ読書会  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース             平成 28 年（2016 年）12 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  
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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             平成 28 年（2016 年）12 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■春の装いポプリフラワー  
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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             平成 28 年（2016 年）12 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■すごろくワークショップで学ぶ葛飾北斎の世界  
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■12 月 1 日～平成 29 年 1 月 10 日に開催する催し  

※「冬のおたのしみ会」関連のおはなし会については、3 ページをご覧ください。  

 

■開館時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

■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  

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 

会場  催し名  日程  

ひきふね図書館  

＊墨田区ひきふね図   

書館パートナーズに

よる企画は、４～７

ページを参照  

おはなしのじかん  
▼12 月 6 日（火）・20 日（火）、1 月 10 日（火） 

午前 10 時半～  

おひざでえほん  12 月 13 日（火）▼午前 10 時～▼午前 11 時～  

立花図書館  
おはなし会  

12 月 3 日～１月 7 の毎週土曜日午後２時～  

※１２月１７日、３１日は除く  

赤ちゃんお話会   12 月 21 日▼午前１１時▼午後１時半～  

東駒形コミュニティ

会館図書室  

おはなしのもり  12 月 3 日（土）、1 月 7 日（土）午後３時～  

えいごでおはなし会  12 月 14 日（水）午後３時～  

おはなしれっしゃ  12 月 20 日（火）午前 10 時半～  

梅若橋コミュニティ

会館図書室  

おはなし会  
12 月 3 日～1 月 7 日の毎週土曜日午後３時～  

※12 月 31 日は除く  

あかちゃんおはなし会  

(乳幼児事業・ひよこち

ゃんあそぼう）  

12 月 1 日（木）・8 日（木）午前 10 時半～  

横川コミュニティ  

会館図書室  
おはなしのじかん  

12 月 2 日（金）・9（金）・16（金）、1 月 6 日

（金）午後３時 45 分～   

緑図書館  
12 月 1 日（木）～平成 29 年 1 月 4 日（水）の期間は、施設の改修工事

で休館中のため、児童行事を休止します  

八広図書館  
11 月 1 日（火）～平成 29 年 1 月 31 日（火）の期間は、施設の改修工事

で休館中のため、児童行事を休止します  

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  

立花図書館、すみだ女性センタ

ー情報資料コーナー  

火～土曜日  午前 9 時～午後 8 時  

日曜日・月曜日・祝日  午前 9 時～午後 5 時  

東駒形・梅若橋・横川コミュニ

ティ会館図書室  

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  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース             平成 28 年（2016 年）12 月  

～新しくなった立花図書館に、ぜひお越しください～  

 

 12 月 1 日（木）から立花図書館がリニューアルオープンします。改修工事では、

館内全照明のＬＥＤ化やトイレの改修など内装工事を中心に、閲覧席の設置等も行い

ました。  
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