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【利用対象】 どなたでも 

【利用方法】 

① ひきふね図書館のWifiに接続 

（SSID：Hikifune-Library） 

② 「ｆｌｉｅｒ」のＵＲＬへアクセス 

(https://www.flierinc.com/） 

③ ご利用開始！（ログイン不要） 

  

 

 

  

 

 

 

     墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース  

２０２１年 9 月号 (9 月１日発行) 第１７1 号 

ひきふね図書館で「本の要約」が読み放題！聞き放題！ 
  今年度よりひきふね図書館内で本の要約サービス

「flier(フライヤー)」をご利用いただけるようになりま

した！ 

「flier」は話題のビジネス・教養書を中心に「今読む

べき本」を厳選し、１冊“１０分で読める/15 分で聴け

る”要約形式の時短読書サービスです。毎日１冊ず

つ新しい図書の要約が追加配信されていますので

ぜひご利用ください。 

 

こんな風に役立ちます！ 

・効率的に情報・知識をインプット！ 

・良書との出会いの促進 

・気になる本の内容を読む前にチェック 

・幅広い分野から「今読むべき本」を厳選 

 

 

気になる方はこちらからアクセス！⇒ 
※館外から接続した場合でも、各図書について、 

①要約者のレビュー②図書の要点（要約の要約） 

が無料で読めます。なお、要約の閲覧や音声版 

などは有料コンテンツとなります。 

各館の利用者用パソコンでは、その他オンラインデータベースもご利用いただけます 

墨田区立図書館では、Flier以外にも、調べものに役立つデータベースを提供しています。 

① 過去の新聞記事 ②多数の辞典類を一括検索 ③論文・雑誌記事索引 ④法律・判例情報 

⑤国立国会図書館・東京都立図書館電子資料 などの閲覧・検索ができます。 

                  ◎各データベースの詳細、提供館、利用方法等は次ページをご覧ください。 

 

 

 

 

館内で、ご自身の PC・スマホから利用可能！ 

※図書館のインターネット閲覧用 PCからも利用可 
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図書館で利用できるオンラインデータベースのご紹介 
 

名称 ジャンル 提供館 内容 

  

聞蔵Ⅱビジュアル 

(朝日新聞記事 

データベース) 

新聞 全館 

 ・朝日新聞（1985年～）テキスト。2005年 11月以降は紙面イメージ有。 

 ・朝日新聞縮刷版（1879年～1999年）※全国の地域面含む。紙面イメージ 

 ・週刊朝日、AERA、知恵蔵、人物データベース、歴史写真、 

  アサヒグラフ、英文ニュースも収録。 

  

ヨミダス歴史館 

(読売新聞記事 

データベース) 

新聞 全館 

 ・読売新聞（1874年～） 

  ※1989年までは紙面イメージ。 

   1986年以降はテキスト。 2008年 12月以降は紙面イメージ有。 

 ・The Japan News、現代人名録も収録。 

  ジャパンナレッジ Lib 事典 全館 

 ・日本大百科全書（ニッポニカ）、日本国語大辞典などの多数の事典類を 

   一括して検索可能。 

 ・imidas、現代用語の基礎知識、会社四季報、東洋文庫、文庫クセジュ、 

  新編日本古典文学全集なども収録。 

  
magazine plus 

(マガジンプラス) 

雑誌記事

索引 
全館 

 ・国立国会図書館の雑誌記事索引をはじめ、一般誌や論文集など幅広い 

  分野を収録した雑誌記事索引データベース。 

  ※求める記事が何の雑誌に載っているかを特定するときに利用。 

  
本の要約サービス 

flier（フライヤー） 
本の要約 ひきふね 

・ビジネス書、実用書、教養書などの新刊・話題書から不朽の名作まで、 

 約 2,000冊の図書を 10分程度で読める要約にして提供。 

・１日 1冊の要約新規配信あり。 

 ※ひきふね図書館内のWi-Fiに接続すればご自身の端末で利用可能です。 

★ 
日経テレコン 21 

(日本経済新聞ほか) 

新聞 

ビジネス 
ひきふね 

 ・日本経済新聞、日経産業新聞、日経MJ（流通新聞）（1975年～） 

 ・日経金融新聞（1975年～2008年 1月） 

 ・そのほか企業情報、人事情報、経済情報なども収録。 

★ 
D1-Law.com 

(第一法規法情報総合 

データベース) 

法律 

ひきふね 

緑 

立花 

八広 

 ・法令「現行法規」総件数約 37,000件 

 ・判例「判例体系」判例総件数 約 313,000件 

 ・「法律判例文献情報」文献約 761,000件、判例約 52,000件 

★ 官報情報検索サービス 官報 ひきふね 

 ・官報（1947年 5月 3日～） 

  ※2003年 7月 15日以降の法律・政令等の官報情報は、 

   「インターネット版官報」（無料サイト）からも閲覧可能。 

★ 
東京都立図書館 

電子書籍配信サービス 
電子書籍 

全館 

※女性Ｃ

除く 

・電子書籍閲覧サイト「東京都立図書館 TRCーDL」の電子書籍約 7,600点 

・広報等都政資料の一部 

★ 

国立国会図書館 

デジタルコレクション 

デジタル化資料送信 

サービス 

デジタル 

資料 

ひきふね 

緑 

立花 

八広 

・国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料約 300万点 

・うち約 150万点が図書館限定送信資料 

★ 

国立国会図書館 

デジタルコレクション 

歴史的音源 

デジタル 

音源 

ひきふね 

緑 

立花 

八広 

・1900年初頭から 1950年頃までに国内で製造された SP盤及び金属原盤

等に収録された音楽･演説等、約 5万の音源が視聴可能 

【利用条件】各館のインターネット閲覧用パソコンをご利用の方（「flier」はご自身の PC・スマホでも利用可）。 

※国立国会図書館デジタルコレクションの図書館専用サービスは図書館利用登録者のみ。 

【利用時間】ご利用は 30分単位となります。予約は 1時間先（2回分）まで可能です。 

 ※「flier(フライヤー)」をご自身の PC・スマホ等から利用する場合、制限はありません。 

【備考・利用上の注意】 

・「全館」には、「各コミュニティ会館図書室」および「すみだ女性センター情報資料コーナー」も含みます。  

・★印のものを利用する際は、パスワード入力が必要となりますので、カウンター職員へお声かけください。 

・回線数に限りがあるため、ご利用できない場合もあります。ご利用後は必ずログアウトをお願いいたします。 

 （ログアウトボタンがないデータベースもありますが、その場合は画面ごと閉じてください。）   

・プリントアウトは、個人利用に限り、各サイトの許諾範囲内で可能です。詳細については職員へお尋ねください。 
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ビジネス図書特設コーナー 

「中小企業診断士」の仕事等を紹介するミニ展示を実施しています！ 

   ひきふね図書館では現在、東京都中小企業診断士協会城東支部と連携し、ビジネス支援を 

専門とする「中小企業診断士」についてのミニ展示を実施しています。中小企業診断士のお 

すすめするビジネス書、関連図書もそろえておりますので、お近くにお立ち寄りの際には、 

ぜひご覧ください。 

また、ひきふね図書館では、約 3,000 冊のビジネス図書を集めたコーナーも常時設けて 

いますので、こちらもぜひご利用ください。 

  【展示期間】8 月 20 日（金曜日）から 9 月 15 日（水曜日）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■9 月の特集コーナー  ※9 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 あした天気になあれ 

ティーンズサービス 「占いと心理学」 

児童書 空を見上げて 

児童書（ミニ） 
じいじ ばあば だいすき（15 日まで） 

きこえる？あきのおと（17 日から） 

３F特設（ミニ） 点字の展示 

プロジェクトコーナー 

 

  

防災フェア（8 月 30 日から 9 月 3 日まで） 

がん対策アクション＆ピンクリボン inすみだ＠ひきふね図

書館企画展（16 日まで） 

緑図書館 

  

  

  

一般書 もっと知りたい！世界の国 

ティーンズサービス 秋のおたのしみ 

児童書 お城の本 

絵 本 たべもの 

立花図書館 

  

 

 

  

一般書① 空を見上げれば 

一般書② 山が呼んでいる 

ティーンズサービス 謎を解き明かすのは君だ！！ 

児童書 おてがみ 

絵 本 ニャンともかわいいネコ 

https://3.bp.blogspot.com/-TDufCvH0JTQ/WR6nm2qIRfI/AAAAAAABEVQ/moy5jJEB4XwAE65S9NtYwOkv0SpxdJw1ACLcB/s800/keirou_couple2.png
https://1.bp.blogspot.com/-x2AbeM6yTLM/WwJZ8MD5t1I/AAAAAAABMJE/5GgvuVT9bWwif2SiJMYL08_R1F7ENrpGACLcBGAs/s800/fruit_kago_nashi.png
https://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_5867.html
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八広図書館 

 

 

  

一般書 図書館で毎日イキイキ～ 

おすすめ 今さら「読んだことない」とは言いづらい超名作を漫画で 

ティーンズサービス 文豪 

児童書 フルーツはいかが？ 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

 

  

催事特集 秋から始める園芸 育ててみようー花・果樹・野菜－ 

一般書 カメラのある生活 「Life  with  a  camera」 

ティーンズサービス We  Love  Animal！～動物愛護週間によせて～ 

おはなしのも

り 
からだを うごかそう❕ 

おはなしれっしゃ むしむし どこどこ？ 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室  

一般書 まだまだ暑い夏 

児童書  うちゅう 

横川コミュニティ 

会館図書室 

  

  

一般書 

  

発掘！古生物（15 日まで） 

エッセイにふれる（16 日から） 

児童書 

  

ほりだせ！むかしのいきもの（15 日まで） 

おひさま おつきさま おほしさま（16 日から） 

 

■開館時間  

 ※緊急事態宣言に伴い、ひきふね図書館は開館時間を短縮しています。（9 月 1 日現在） 

 

■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) 

 

 

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８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 

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
https://www.irasutoya.com/2014/11/blog-post_58.html
https://www.irasutoya.com/2019/08/blog-post_59.html

