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ＴＥＬ ： ３６１２－６０４８

ひきふね図書館の開館から１年弱が経ちました。この間、多くのお客様にご来館いただき、
誠に感謝しております。ご協力いただきました館内アンケートにつきまして、皆様から多く寄
せられた声を掲載させていただきます。
多くの方からいただいた意見

椅子について
・予約席以外にも自由に座れる椅子が
ほしい

回答
すでにある自由席４５席に加え、３階、４階の書棚横に 30 個のスツ
ールを設置、３階の雑誌コーナーに自由席を設置しました。本を選びな
がら、ゆっくりと読書をお楽しみください。
今後も皆様が読書を楽しめるよう限られたスペースで快適な空間づ
くりを心がけます。

サイン（案内）について
・館内サインがわかりづらい
・本の棚が探しづらく、どこに何があ
るかわからない

回答
開館後、書棚に図書の分類番号を掲示、また館内の書架図を作成し、
現在地及び書架の場所がわかるように館内掲示しています。なお、各階
にて、書架図の配布も行っております。わからないことがありましたら、
お気軽に職員にお尋ねください。
今後も皆様が利用しやすいように館内掲示の充実を図りたいと思い
ます。

館内冷暖房について
・館内が暑い（夏季）

回答
夏場は皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました。今後は常に室内温度
を確認して、快適な温度を保つよう調整いたします。

駐輪場について
・駐輪場が狭くて不便

回答
皆様にご不便をおかけして大変申し訳ございません。混雑時（連休・

・駐輪場の安全面が不安

夕方の時間帯など）には適宜職員が巡回し、駐輪場の整頓、駐輪のお手

・子ども、高齢者には使いづらい

伝いの対応をしております。今後もさらに、ご不便の軽減のための工夫

・もっと自転車置場を設置してほしい

をしてまいりますので、ご理解のほど何卒お願いいたします。

※その他いただいた利用者の声より抜粋

設備・システムに関するもの
予約席がデータ上埋まってい

退席される場合は、必ず端末で確保の削除をしてもらう旨掲示をしております。また職員が巡回し、

るが実際は空いている

30 分以上離席しているなど明らかに空いている席に関しては、確保取消をしています。

PC 利用者のキーボード音がう

館内は無線 LAN が使えますので、PC 利用自体は好評をいただいております。キーボード音につ

るさい

きましては、目立つ場合は職員が注意を促すなど対応しております。PC 利用者の皆様にも周りの
お客様へのご配慮をいただければと思います。

ハイテクすぎて高齢者に使い

自動貸出機、席の確保など、新しいシステムを多く取り入れていますので、慣れるまではご不便を

づらい

おかけしてしまい申し訳ございません。わからない点はお気軽に職員までお声かけください。

あずま・寺島図書館がなくなっ

ご不便をおかけして申し訳ございません。あずま図書館・寺島図書館に関してはブックポストを残

て不便

しておりますので、よろしければご活用ください。

こども図書室が分かれていて

子どもに気兼ねなく読める、あるいはこども図書室では少しくらい喋っても平気なので助かる等、

良いが、もっと遅くまでやって

好評をいただいております。開館時間に関しては、小学生以下の子どもの帰宅の安全確保の点から、

ほしい

現行の時間を設定しています。

検索機・貸出機を増やしてほしい

利用状況等調査のうえ、必要に応じて対応したいと思います。

便利・きれい

今後も引き続き皆様に快くご利用いただけるよう努めてまいります。

資料に関するもの
新しい本が少ない

年度当初は新刊の配架が遅れておりましたが、年度途中から多めに配架しております。

旅行本・人気の本を増やしてほしい

利用者のニーズが多く、貸出の多い本は積極的に複本を購入しています。

人気本だけでなく幅広く揃え

利用者のニーズに応えつつ、人気はなくても図書館で保存すべき資料は積極的に購入しています。

てほしい
雑誌を独占されて困る

館内掲示にて、新刊雑誌の閲覧は一人一冊までと掲示いたしました。

子どもの図書が少ない

人気の本をはじめ、図書館で保存すべき資料も積極的に購入していきます。

シリーズものは揃えて置いて

シリーズもので不足するものについては基本的に購入して揃えております。貸出中や他館の書架に

ほしい

ある場合もございますので、ご了承ください。

CD の書架が低くて見づらい

見づらいとの声が多かったので、最下段の棚をなくしました。

職員オススメ本が見たい

2013 年秋の読書週間に実施し、好評をいただきました。

ない本のリクエストがしたい

区内在住 or 在学 or 在勤の方でしたら、カウンターにて受けつけております。ご要望に沿えない場
合もございますが、ぜひご利用ください。

墨田は他区に比べて蔵書が少

ご期待に沿えるよう努力してまいります。

ない。今後に期待する
マナーに関するもの
館内のお喋り・携帯マナー

巡回の職員が気づき次第、注意をさせていただいております。また図書館利用マナーに関する掲示
をし、カウンターにて図書館マナーブックを配布するなど、マナー向上を図っているところです。

館内の飲食について

ふたのついた飲料（水筒・ペットボトル）のみ可です。それ以外はご遠慮ください。

フロアに職員が少ない

３階、４階のカウンターや書架に職員がおりますので、お気軽にお声かけください。

その他
読書会・映画イベントを希望

パートナーズの方々が中心となって様々なイベントを企画しております。ぜひご参加ください。

本の寄贈はどうすればよいか

状態が良く人気の本であれば、積極的に受入をさせていただきますので、最寄りの図書館のカウン
ターまでお持ちください。なお実際に配架されるかどうかは、図書館の判断になりますことをご了
承ください。

ネットから使うにはどうすれ

図書館のカウンターにてパスワードを発行しております。パスワード発行後に、ウェブでの利用者

ばよいか

サービスがお使いいただけます。ご自宅から本の予約等が出来ますので、ぜひご利用ください。

ビブリオバトルを希望

パートナーズ企画で、ビジネス書ビブリオバトルを 8 月に開催いたしました。その他のビブリオ
バトルについて、時期は未定ですが実施したいと考えております。

パートナーズ情報
その１
墨田区ひきふね図書館パートナーズとは？図書館で開く講演会等のイベントを図書館と協働で企画、実施する区民ボランティアです。

パートナーズ情報
その２

～ひきふね図書館開館一周年記念イベント～
プロジェクトコーナーを寄贈本で埋めよう！

「本を植える植本祭＆ミニセミナー」
ひきふね図書館は４月で開館一周年となります。当日は、まちライブラリーの活動である植本
祭と共に、全１２セミナーをご用意してお待ちしております！！お気軽にご参加ください！！
日時：3 月 29 日（土）１２：００～１７：００
場所：ひきふね図書館 2 階プロジェクトコーナー
定員：各セミナー先着８名
参加費：寄贈する本１冊
（テーマに沿った本でも、そうでなくても構いません）
申し込み受付開始日：3 月１１日（火）午前９：００～
事前申し込みですが、空きがあれば当日も受け付けます。
電話、メール、ひきふね図書館カウンターにてお申し込みください。

＜植本祭 ミニセミナータイムテーブル＞
セミナーNo.

時間

タイトル

12:00～13:00

①墨田区からの日帰り温泉

②これから始めたい！株式投資

③「音楽の喜び」を語ろう

13:15～14:15

④自転車の輪行方法説明会

⑤古典(文学)をマンガで
読んでみよう！！

⑥好きな映画について語ろう

14:30～15:30

⑦大人の塗り絵

⑧世界無形文化遺産！
和食について

⑨初めてでもOK！哲学カフェ

15:45～16:45

⑩『赤毛のアン』を
大人読みする

⑪おしゃれに日本酒

⑫寄席発祥の地！
すみだで落語について語り合おう

<

植本祭

セミナーNo.
セミナー名：
お名前：
ご連絡先:

申し込み

>

お申込方法 ①～③のいずれかでお申込みください
①電 話： 03-5655-2350
②E-mail： sumitoshopartners@yahoo.co.jp
（申込書にある項目を明記の上、ご連絡ください）
③カウンター受付
（左の申込書に記入の上、ひきふね図書館２階総合
カウンターまでご持参ください）
主催：ひきふね図書館
実施：墨田区ひきふね図書館パートナーズ

開催時間

セミナーNo.・タイトル

内容

墨田区から行かれる日帰り温泉を紹介し合いましょう。その周辺のお
①
勧めスポットについても話せると良いですね。
墨田区からの日帰り温泉
温泉好きの方、集まれ！（吉岡博子）
12:00
～13:00

②これから始めたい！
株式投資

投資関連のお勧め本紹介や、「投資あるある」や、お悩み等、自由に
話しましょう。投資に興味がある人なら、どなたでもどうぞ！！
（北村志麻）

レナード・バーンスタイン（ニューヨーク・フィルの常任指揮者にし
③
て、ウェストサイドストーリーの作曲者）の「音楽の喜び」等を題材
「音楽の喜び」を語ろう
に、音楽について語り合いましょう。（口中常嘉）
④
自転車を袋に詰めて電車で遠くに出掛ける、「輪行」の説明と実演を
自転車の輪行方法説明会 します。自転車に興味のある方、お待ちしています！（小田垣宏和）
13:15
～14:15

14:30
～15:30

⑤古典(文学)をマンガで
読んでみよう！！

最近古典文学や近代文学が漫画化されていますので、お勧めについて
紹介し合いましょう。（江澤麻衣）

⑥好きな映画について
語ろう

好きな映画について、自由に語り合いましょう。映画好きのあなた、
お待ちしています！！（浅野光枝）

⑦大人の塗り絵

色鉛筆・クーピー・水彩色鉛筆をご持参頂き、実際に塗って頂き、塗
り絵の効能等もご紹介します。（吉岡博子）

⑧世界無形文化遺産！
和食について

伝統的な行事料理や、日常のお惣菜等について、話しましょう。
料理好き・食好きな方、お待ちしています！（石井充子）

⑨初めてでもOK！
哲学カフェ

哲学・宗教や精神世界について、語りましょう。
少しでも、興味がある方でしたらどなたでもOKです！（佐藤弘行）

⑩『赤毛のアン』を
大人読みする

NHKの朝の連続テレピ小説でアンを日本に紹介した村岡花子さんの
人生「アンと花子」が始まります。アンについて語りましょう。でき
るだけ『赤毛のアン』をご持参下さい。（宮葉子）

⑪おしゃれに日本酒

世界から注目をあびている日本酒について、語り合いましょう。
当日は、おすすめの本や、ぜひとも紹介したいモノなどありましたら
お持ち下さい。（野本郁榮）

⑫寄席発祥の地！
すみだで落語について
語り合おう

好きな落語家や演目について、自由に話しましょう。笑いの意義や効
果についても話せると良いですね。（柴田幸雄）

15:45
～16:45

ビジネスマンのための教養講座
年度開催！
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ビジネス支援＠
ひきふね図書館



パートナーズ情報
その３

いずれも土曜日 １４：００～１６：００
① ４/１９

② ６/２１

③ ８/１６

④１０/１８

⑤１２/２０

⑥ ２/２１

※連続講座では
ありません



場所：ひきふね図書館５階会議室/２階プロジェクトコーナー



参加費：無料（定員先着２０名）

ビジネス書を課題図書とし事前に読んで、講座のワークショップで理解を深めます。
（課題図書は各自準備願います。）
前回に比べ軽めの内容になっていますので、お気軽にご参加ください！
講座では、知識を行動に結び付けることでスキルアップを目指します♪
物足りない、という方にはアドバンス講座もご用意しております。

※申込みは４月１日から受付します。
申込み方法の詳細は、区報（４月１日号）、
図書館ニュース４月号で改めてご案内いたします。

＜課題図書＞
①： 「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
『マネジメント』を読んだら」 －岩崎夏海（ダイヤモンド社）
②： 「知的生産の技術」－梅棹忠夫 （岩波新書）
③： 「夢をかなえるゾウ 」－水野敬也 （飛鳥新社 ）
④： 「地頭力を鍛える」 －細谷功 （東洋経済新報社)
⑤： 「ザ・シークレット」 －ロンダ・バーン（角川書店）
⑥： ドラッカーを語り合おう －お好きなドラッカー関連書籍
☆課題図書は各自準備して下さい
お問い合わせ先：墨田区ひきふね図書館パートナーズ
Mail: sumitoshopartners@yahoo.co.jp
Tel: ひきふね図書館 03-5655-2350

テーマいろいろ 楽しみ方いろいろ

館名

今月の特集コーナー
一般書：「春といえば・・・ 桜・新生活・花粉症」

ひきふね図書館

ティーンズサービス〔T.S〕
：「仮定法過去的想像力」
児童書：「はるよこ～い！」
一般書：「戦国時代」

緑図書館

ティーンズサービス〔T.S〕：「卒業〔Graduation〕」
児童書：「こんにちは はる」

立花図書館
八広図書館

一般書：「桜色」
児童書：「動物大好き」 えほんのひろば：「春よこい♫」
一般書：「大人も楽しめる絵本」「皆様からいただきました！」
児童書：「しょくぶつ・はな」

東駒形コミュニティ

一般書：「スーパー+ファミ+コン特集」「江戸・東京・今昔」

会館図書室

児童書：「おしごとなあに」「いろんなかたちみーつけた！」

梅若橋コミュニティ

一般書：「こどもと詩」

会館図書室

児童書：「待ち遠しい春」

横川コミュニティ

一般書：「通園・通学準備」「子どものおべんとう」「ビューティブック」

会館図書室

児童書：「はじめのいーっぽ！」「はるがきた」

ニュースにもなっている「アンネの日記」関連図書破損の件につきまして、今のところ墨田区立
図書館では被害はありません。とり急ぎ皆様にご報告いたします。
・・・ところで、
お はそん

皆様、
“汚破損”という言葉をご存知ですか？
その名のとおり、汚れや破損のことです。
お はそん

図書館では、以下のような状態の資料のことを“汚破損資料”と呼びます。
・落書き、メモ書きや傍線の書き込み、切り抜き
・水濡れ（お風呂で読むのは絶対にやめてください）
・ペットの噛み付き
・利用者自身による修理（セロハンテープで修理すると、変色します）
・タバコなどのにおい、飲食などの汚れ
・自転車のかごによる角の傷み（かごに直接入れないでください）

汚しちゃダメ
ですよ。

・CD・DVD の傷（小さいお子さんには触らせないでください）
上記のような資料は、あまり手に取りたくないですよね。ひどい場合は書架に出すことが出来ず、
リサイクルあるいは処分ということになってしまいます。これではあまりに本が可哀想です。
万一、利用者の皆様が汚したり、破損してしまった場合は、ご自分で修理せずにそのまま図書館にお申し出
ください。可能なものは図書館で修理いたします。修理が不可能なものは、原則、同一資料の弁償をお願い
しております。図書館の資料は皆様の共通の財産です。お互いが気持ちよく利用できるように、ぜひ大切に
資料を取り扱っていただくようお願いいたします。

日

月

火

水

木

金

土
1
八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30～
ひ「おはなしのじか
ん」1１：00～
立「おはなし会」
14：00～
東 「お は なし の も
り」15：00～
梅「おはなし会」
15：00～

☆行事の詳細は、各館に直接お問い合わせください。

2

3

4

5

東・梅・横
コミュニティ
図書室休館

9

10

11

6

7

8

緑「小さい子どもの
ためのおはなし
会」10：30～

横「おはなしのじか
ん」15：45～

八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30～
立「おはなし会」
14：00～
ひ「おはなしのじか
ん」1５：00～
梅「おはなし会」
15：00～

12

13

八 「 お ひ ざで え ほ
ん」11：00～

16

17

18

19

東「おはなしれっし
ゃ」10：30～

緑 「 お は なし の へ
や」15：15～

20

14

15

横「おはなしのじか
ん」15：45～

八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30～
立「おはなし会」
14：00～
ひ「おはなしのじか
ん」1５：00～
梅「おはなし会」
15：00～

21

22

横「おはなしのじか
ん」15：45～

八 「お は なし ひ ろ
ば」
10：30～
立「おはなし会」
14：00～
ひ「おはなしのじか
ん」1５：00～
梅「おはなし会」
15：00～

春分の日

館内整理日
全館休館

23

24
30

25
31

26

27

ひ 「 お ひ ざで え ほ
ん」10：30～

28

2９

横「おはなしのじか
ん」15：45～

八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30～

●ひきふね図書館

●緑図書館

●立花図書館

●八広図書館

京島１－３６－５
電話：5655-2350

緑２－２４－５
電話：3631-4621

立花６－８－1－101
電話：3618-2620

八広 5－10－1－104
電話：3616-0846

●東駒形コミュニティ

●梅若橋 コミュニティ

●横川コミュニティ

●すみだ女性センター

会館図書室
東駒形 4－14－1
電話：3623-1141

会館図書室
堤通２－９－１
電話：3616-1101

会館図書室
横川５－９－１
電話：5608-4500

押上２－12－7－111
電話：5608-1771

【開館時間】

ひきふね図書館

月曜日～土曜日・・・・・・9：00～2１：00

その他図書館

日曜日・祝日・・・・・・・9：00～17：00
火曜日～土曜日・・・・・・9：00～20：00
日曜日・月曜日・祝日・・・9：00～17：00

※こどもとしょしつは 18：００までです

※コミュニティ会館図書室は、月曜日の開館時間が

【休

館

日】

9：00～20：00 です。

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
※コミュニティ会館図書室は、毎月第１月曜日も休館日です。

