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※2022年1月1日から12月31日までの一般書について集計しています｡ 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

   墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース  

2023 年 2 月号(2 月 1 日発行) 第 188 号 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～資料の貸出の際にご活用ください～ 
墨田区立図書館ホームページからは、年間の貸出や予約ベスト、話題の本

などを見ることができます。人気のある資料は予約が入ることもあります。

在庫有りの場合には、そのまま『予約かご』へ入れることができ、後で検討

したい場合には、『★お気に入り』に登録することができます。 

     

 

 

 

順位 タイトル 著者名 出版社 出版年月 貸出回数

1
嫌われる勇気(自己啓発の源流「ア

ドラー」の教え)

岸見一郎／著

古賀史健／著
ダイヤモンド社 2013年12月 330

2 52ヘルツのクジラたち 町田そのこ／著 中央公論新社 2020年4月 247

3 コンビニ人間 村田沙耶香／著 文藝春秋 2016年7月 220

4 クスノキの番人 東野圭吾／著 実業之日本社 2020年3月 216

5 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ／著 文藝春秋 2018年2月 209

5 白鳥とコウモリ 東野圭吾／著 幻冬舎 2021年4月 209

6 透明な螺旋([ガリレオ]　[10]) 東野圭吾／著 文藝春秋 2021年9月 204

7 心淋し川 西條奈加／著 集英社 2020年9月 186

7 流浪の月 凪良ゆう／著 東京創元社 2019年8月 186

8 元彼の遺言状 新川帆立／著 宝島社 2021年1月 180

9 ライオンのおやつ 小川糸／著 ポプラ社 2019年1月 179

10
ブラック・ショーマンと名もなき

町の殺人
東野圭吾／著 光文社 2020年11月 176
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■各館の催し ※2 月 1 日現在の催しです。月の途中で変わる場合があります。 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

大人向け英語多読講座 

「英語多読で読み聞かせ」 

【期間】2 月 26 日（日）午後 2 時から午後 4 時まで 

【場所】ひきふね図書館 5 階会議室 

【対象】区内在住・在勤・在学、または墨田区図書館（室）共通

利用カードをお持ちの方【定員】先着 20 名【費用】無料 

【申込み】ひきふね図書館カウンター、電話、図書館ホームペー

ジにて受付 

【内容】子どもへの英語絵本の読み聞かせのコツを学ぶ大人向け

の講座です。 

やさしいにほんごで、おや

こ としょかん けんがくか

い  

 

【にちじ】2 がつ 26 にち（にちようび）ごぜん 10 じから 

【ばしょ】ひきふねとしょかん こどもとしょしつ ほか 

【さんかできるひと】がいこくにルーツをもち、すみだくにすん

でいる しょうがくせいまでのおやこ。(せんちゃく 3 くみ) 

※としょかんがはじめてのひとや、なれていないひとは、どう

ぞ さんかしてください。 

【ひよう】むりょう 

【もうしこみ】としょかんのホームページ、ひきふねとしょかん

の こどもとしょしつカウンター、または でんわ 

【ないよう】えほんのよみきかせ、としょかんのけんがくと り

ようほうほうの せつめい  

【特別展示】 

「～ありがとうライオン株

式会社～すみだで生まれた

ハミガキたち」 

【期間】1 月 20 日（金）から 3 月 15 日（水）まで 

【場所】ひきふね図書館 4 階情報コーナー 

【内容】ライオン株式会社は、1916 年から墨田区に本社をか

まえ、それ以来、100 年以上墨田区とともに歩んできました。

2023 年春に台東区への移転が決まり、新天地でのますます

のご発展をお祈りし、特別展示を企画しました。ライオン株式

会社よりご寄贈いただきましたハミガキを展示します。ライオ

ン株式会社の歩みとともに、貴重なハミガキや懐かしのハミガ

キをぜひご覧ください。 

【八広図書館】 

催し物 日 程 

バリアフリー映画会 

『明日への遺言』 

【日時】3 月 26 日（日） 午後 2 時から午後 4 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 25 名 【費用】無料  

【申込み】2 月 21 日（火）午前 9 時よりカウンター、電話、

FAX または図書館ホームページにて受付 

【内容】『明日への遺言』（出演：藤田まこと他）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ため、

見ることや聞くことが不便なかたでもお楽しみいただけます。 

【東駒形コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

えほんパック貸出キャンペ

ーン 

【期間】1 月 30 日（月）から 2 月 3 日（金）まで 

※なくなり次第終了 

【場所】東駒形コミュニティ会館図書室 1 階カウンター 

【対象】乳幼児とその保護者 

【内容】期間中、えほんパックを借りた方にかわいい鬼の 

 紙コップ人形をプレゼントします！ 
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「恋する一文【恋愛小説

篇】」の展示 

 

【期間】2 月 1 日（水）から  

【場所】東駒形コミュニティ会館図書室 1 階特設展示コーナー 

【対象】どなたでも（※ただし、一般文芸中心です。） 

【内容】昨年好評だった企画が帰ってきました！インパクトの 
ある一文、美しい書き出しから、恋愛小説を選んでみません
か？ 
※貸出用の図書は見えないようにラッピングし、外側に「書き
出し」だけを表示した状態での展示となります。 
※数量限定、貸出手続が必要です。（なくなり次第終了） 

バレンタインデー企画 

「ハートをとどけよう」 

【期間】2 月 1 日（水）から 2 月 14 日（火）まで 

※なくなり次第終了 

【場所】東駒形コミュニティ会館図書室 1 階カウンター 

【対象】どなたでも 

【内容】カウンターにてカードをお配りしますので、ピンクのハ

ートにたくさんの気持ちをこめて、大切な人、大好きな人に贈

りましょう。※期間中、おひとり様ひとつまで 

大人のためのおはなし会 

太宰治『恥』 

 

【日時】2 月 25 日（土）午後 2 時から午後 2 時 50 分まで 

【場所】東駒形コミュニティ会館 1 階地域集会所 

【対象】中学生以上【定員】先着 10 名（申込制） 

【申込み】2 月 1 日（水）午前 9 時より図書室カウンターまた

は電話にて受付 ※定員になり次第受付終了 

【講師】おおこし きょうこ先生 

※コロナウィルス感染拡大防止策などにより、変更または中止

となる場合があります。 

【横川コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

乳幼児のための絵本の読み

聞かせとわらべうた 

 

【日時】2 月 25 日（土） 

午前 10 時 30 分から午前 11 時 10 分まで 

【場所】横川コミュニティ会館 3 階体育室 

【対象】乳幼児とその保護者【定員】10 組 

【申込み】2月18日（土）より（受付時間：午前10時から午前

11時40分まで）3階事務室にて受付 

※お電話での受付はありません。※定員になり次第受付終了 

【内容】0歳からおすすめできる絵本とわらべうたについて、読

み聞かせや実演をしながら紹介します。 

 

■2 月の特集コーナー ※2 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 戦争と平和をめぐって 

ティーンズサービス わたしたちは何を着てきたのか―衣服の歴史と未来 

児童書 「とぶ」「つばさ」 

児童書（ミニ） せつぶんとオニ 

プロジェクトコーナー こころといのちの企画展（17 日から 3 月 15 日まで） 

緑図書館 

一般書 省エネルギー月間特集「気候・ゼロカーボン・SDGs」 

ティーンズサービス 科学道 2022 

児童書 身近にある「服」 

絵 本 おかし 
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立花図書館 

一般書① あれから〇年経ちました 

一般書② 松竹梅 

ティーンズサービス 2 ヶ月連続企画『現役高校生のおススメ！』 

児童書 社会科見学  

絵 本 オニ 

八広図書館  

一般書 もうすぐ春がやってくる 

おすすめ 最初の読者になりませんか？ 

ティーンズサービス 戦国時代 

児童書 せかいのえほん 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

催事特集 名作・名曲を楽しもう 

一般書  HOT!！ 

ティーンズサービス 推しのいる生活 

おはなしのもり ともだちって いいな♪ 

おはなしれっしゃ おやつのじかん 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

一般書 トリセツ大集合 

児童書 そら 

横川コミュニティ 

会館図書室 

一般書  
体を動かす（14 日まで） 

備えあれば憂いなし（15 日から） 

児童書 
ゆき（14 日まで） 

かぞく（15 日から） 

 

■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(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 

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 

https://www.library.sumida.tokyo.jp/
tel:03-3612-6048

