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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 

2022 年 10 月号 (10 月 1 日発行) 第 184 号 

  秋です！『読書週間』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読書推進運動です。  

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、各館で様々な展示 

などを実施します。本との出合いや読書の素晴しさ 

をぜひ感じてみてください。(※各館の催しは次頁へ) 

■「読書週間」今年の標語  

『この一冊に、ありがとう』 
〈標語の作者のことば〉 

読書で心が震える体験は、何物にも代え難い奇跡の 

ようなものだと思います。そして、自分の未来にはそ 

んな奇跡がまだまだたくさん待っているという妙な確 

信もあります。本に関わっているすべての人に感謝を 

伝えたいです。 

（公益社団法人 読書推進運動協議会ＨＰより） 
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＊＊＊ 読書週間 ひきふね図書館特集展示 ＊＊＊ 

図書館員が選ぶおすすめの本 
読書週間の標語にちなんだおすすめの本をご紹介します。 
＜期間＞10月 2１日（金）から 12月 1４日（水）まで 

＜場所＞ひきふね図書館 ３階 一般書特集コーナー 

＊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。 

           ＊＊＊ 読書週間 ひきふね図書館講演会 ＊＊＊ 

「読書を支える人たちがいます。」  
＜講師＞富澤凡子氏（柏書房（株） 代表取締役社長） 

菊池明郎氏（柏書房（株） 取締役、筑摩書房 顧問、元代表取締役社長）  

下中美都氏（平凡社（株） 代表取締役社長） 

＜場所＞ひきふね図書館 ※ZOOMでの配信も実施します。  
＜日時＞1１月３日（金曜日・祝日） 午後１時から３時まで［受付開始は１０月３日（月）９時から］ 

 

詳細・申込

はこちら⇒ 

３人の出版社社長 

に聞く、本づくりの話 



２ 

■各館の催し 

【緑図書館】  

催し物 日 程 

教えて！行政書士よこい先 

生！暮らしの手続きのはな 

し 

【日時】10 月 19 日（水）午後 6 時から午後 7 時まで 

【場所】緑図書館 3 階学習室【対象】どなたでも【定員】20 名 

【申込み】10 月 1 日（土）午前 9 時から緑図書館カウンター、電

話、図書館ホームページにて受付 

【内容】行政書士横井貴広氏に、身近な暮らしの手続きについてわかり

やすくお話ししていただきます。 

2022 年読書週間企画  

すみだ みんなの 

おすすめセット 

【期間】10 月 27 日（木）から 11 月 9 日（水）まで 

（なくなり次第終了）【場所】緑図書館 1 階展示コーナー、1 階ティー

ンズコーナー、2 階特集コーナー【対象】中学生以上 

【内容】墨田区内の施設スタッフ、楽団員、図書館スタッフがおすすめ 

する資料 1～3 点をセットにして展示。オリジナルのブックカバー付 

きです！協力：新日本フィルハーモニー交響楽団、すみだトリフォニ 

ーホール、すみだ北斎美術館 

まちかどコンサート in 

緑図書館 

【日時】11 月 13 日（日）第一部：午後 2 時から午後 2 時 30 分ま

で、第二部：午後 3 時から午後 3 時 30 分まで 

【場所】緑図書館 3 階学習室【対象】どなたでも【定員】各部 20 名 

【申込み】10 月 21 日（金）午前 9 時から緑図書館カウンター、電

話、図書館ホームページにて受付 

【内容】新日本フィルハーモニー交響楽団の楽団員によるミニコンサー

ト。大人から子どもまで楽しめるクラシック音楽演奏いたします。協

力：新日本フィルハーモニー交響楽団 

図書館クイズラリー  

みどりちゃんをさがせ！ 

【期間】10 月 28 日（金）から 11 月 9 日（水）まで 

【場所】緑図書館 1 階児童コーナー【対象】小学生 

【内容】児童コーナーの本をつかってクイズにチャレンジ。参加者には

しおりをプレゼントします。 

 

【立花図書館】 

催し物 日 程 

読書週間企画 

DVD で見る？原作で読む？

立花図書館おすすめ 

『映像化作品』 

【期間】10 月 27 日（木）から 11 月 9 日（水）まで 

【場所】立花図書館パーテーション ティーンズコーナー 

【対象】中学生以上 

【内容】立花図書館スタッフがティーンズ世代におすすめする映像化さ

れた作品の DVD とその原作本を展示します。 

読書週間企画 

生誕 130 年・芥川龍之介

と、没後 100 年・森鴎外、

すみだゆかりの作家を読む 

【期間】10 月 17 日（月）から 11 月 14 日（月）まで 

【場所】立花図書館パーテーション 

【内容】両作家の魅力と、墨田区との関わりを紹介します。スタッフお

すすめの作品に POP をつけて展示もします。 

読書週間企画 

「ひと借りいこーぜ！くまで

パーツハンター」 

【期間】10 月 27 日（木）から 11 月 9 日（水）まで 

（なくなり次第終了） 

【場所】立花図書館パーテーション【対象】小学生まで 

【内容】11 月の酉の市にちなみ、縁起物のくまでのパーツを集めてい

くイベントです。条件をクリアするごとに 1 つ、くまでのパーツを

プレゼント。くわしくは立花図書館スタッフまで。 

 

【八広図書館】 

催し物 日 程 

大人の工作会第 15 弾 

ワイヤークラフトでハートク

レシェンドフックを作ろう！ 

【日時】10 月 8 日（土）午後 2 時から午後 3 時まで 

【場所】八広図書館多目的ルーム（ホール）【対象】中学生以上 

【定員】先着 10 名【申込み】八広図書館カウンターにて受付 

【内容】工芸用ワイヤーを使用して、おしゃれなフックを作ります。 
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青空おはなし会 【日時】10 月 29 日（土）午後 2 時から午後 2 時半まで 

【場所】八広図書館中庭（雨天時は多目的ルーム（板の間）） 

【対象】幼児から小学校低学年まで【定員】先着 10 組 

【申込み】10 月 15 日（土）午前 9 時から八広図書館カウンター、電

話にて受付【内容】ペープサートや大型絵本・紙芝居など 

読書週間企画 

「本を借りてガチャを 

まわそう」 

【期間】10 月 27 日（木）から 11 月 9 日（水）まで 

【場所】八広図書館カウンター【対象】小学生まで 

【内容】本を 3 冊借りたらしおりをプレゼントします。しおりの柄は

ガチャガチャをひいてのお楽しみです。 

 

【東駒形コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

「ありがとう！40 周年！ 

パネルで知る とんこま 

今むかし」 

【期間】10 月 1 日（土）から 12 月 28 日（水）まで（予定） 

【場所】東駒形コミュニティ会館 2 階郷土資料コーナー 

【内容】今年 40 周年を迎えた東駒形コミュニティ会館の歴史をパネル

でふり返ります！ちなんだクイズもあります。 

40 周年記念企画 

「とんこまオリジナル 

缶バッジプレゼント！」 

【期間】10 月下旬から（なくなり次第終了） 

【場所】東駒形コミュニティ会館 1 階カウンター 

【対象】小学生以下の児童 ※期間中、おひとり様 1 つまで 

【内容】本を借りると、とんこまマスコットキャラクター「とん&こ

ま」、「こまどりちゃん」のオリジナル缶バッジのプレゼントがもらえ

ます。 

「とんこま☆ハッピーハロウ

ィン」 

【期間】10 月 21 日（金）から 10 月 31 日（月）まで 

（なくなり次第終了）【場所】東駒形コミュニティ会館 1 階カウンター 

【対象】小学生以下の児童 ※期間中、おひとり様 1 つまで 

【内容】とんこまマスコットキャラクターのお面作成キットを配布しま

す。お家で作ってみてください。 

読書週間企画 

「読書ビンゴ」 

【期間】10 月 27 日（木）から 11 月 9 日（水）まで 

【場所】東駒形コミュニティ会館 1 階カウンター 

【対象】どなたでも 

【内容】本を借りてビンゴをしましょう！ビンゴの数でプレゼントがあ

ります。 

 

【横川コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

本の小包み 【期間】10 月 27 日（木）から 11 月 9 日（水）まで 

【場所】2 階図書室カウンター【対象】どなたでも 

【内容】テーマに沿って2冊の本を選び、小包みにしました。お好き

なテーマの小包みを借りてみませんか？中身はおたのしみ。 

 

■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 ザ・ノンフィクション 

ティーンズサービス 工場・技術・ものづくり 

児童書 
かぞく（19 日まで） 

こんなにあった！えいごえほん（21 日から） 

児童書（ミニ） 
ハロウィーンとまじょ（16 日まで） 

どんどんどんぐり（17 日から） 
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プロジェクトコーナー 

フウガドールすみだ（19 日まで） 

緑のカーテンコンテスト（4 日から 18 日まで） 

墨田区創業支援パネル展示（20 日から 27 日まで） 

緑図書館 

一般書 学校では教えてくれない大事なこと 

ティーンズサービス 神無月 

児童書 素敵なもの・大切なもの 

絵 本 たべもの 

立花図書館 

一般書① 立花図書館病院 

一般書② ダンス三昧 

ティーンズサービス 食 

児童書 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

ってなぁに？ 

絵 本 じかん すうじ 

八広図書館  

一般書 お金教育始まります！ 

おすすめ 星が紡ぐ物語 

ティーンズサービス 心のヒント 

児童書 フル フル フルーツ 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

催事特集 ベストセラーでふり返る 40 年 

一般書 ほっとひといき 

ティーンズサービス 辞書・事典 

おはなしのもり 少し不思議 
 おはなしれっしゃ にこにこ いいおかお 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

一般書 芸術の秋へ音楽編～ 

児童書 おかしのおはなし 

横川コミュニティ 

会館図書室 

一般書 
アスリートの言葉（15 日まで） 

イラストを描く（16 日から） 

児童書 
たのしい たいいく（15 日まで） 

トリックｏｒトリート（16 日から） 

 

■開館時間                       ■所在地・電話番号 

■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 

 

■図書館ホームページ  

(https://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  

京島 1-36-5 ℡5655-2350 

緑図書館 

緑 2-24-5 ℡3631-4621 

立花図書館 

立花 6-8-1-101 ℡3618-2620 

八広図書館 

八広 5-10-1-104 ℡3616-0846 

東駒形コミュニティ会館図書室 

東駒形 4-14-1 ℡3623-1141 

梅若橋コミュニティ会館図書室 

堤通 2-9-1 ℡3616-1101 

横川コミュニティ会館図書室 

横川 5-9-1 ℡5608-4500 

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 

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 

https://www.library.sumida.tokyo.jp/

