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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  

２０１8 年７月号 (７月１日発行) 第１３５号 

 

子ども向け「夏のおたのしみ会」のご案内 
図書館では、子どもの読書活動の推進や図書館利用の促進を図るため、 

おはなし会や工作会など、楽しみながら本に親しめるイベントを開催しています。 

暑い季節は、ぜひ家族みんなで涼しい図書館にお越しください。 

 

 

 

 

ひきふね図書館 

夏のおたのしみ会 

７月７日（土）午後２時～３時 

内容：パネルシアター、絵本の読み聞かせ、工作

「フォトフレームづくり」など 

対象：３歳～小学生＊保護者の同伴は１名のみ可 

定員：先着３０人（当日午後１時３０分から整理

券を配布） 

子ども図書館員チャレンジ講座 

８月１日(水)・２日(木)午前９時～１２時３０分 

内容：図書館員の業務体験（カウンターの仕事、

本の返却、おはなし会の開催など） 

対象：小学校５・６年生 

定員：先着８人（７月１１日（水）から受付） 

 

立花図書館 

夏のおたのしみ会 

７月７日（土）午後２時～３時 

内容：手遊び、読み聞かせ、ミニ工作など 

対象：小学生までの子ども 

定員：先着５０名（当日直接会場へ） 

夏の工作会 

７月２８日（土） 

▼午前１０時～＝親子工作「ゆめのおさかな」 

対象：幼児（保護者の同伴が必要） 

定員：先着１０組（※事前に申込みが必要） 

▼午後１時～＝工作「のびるＴソード」 

対象：小学生 

定員：先着２０人（※事前に申込みが必要） 

※申込みは７月２日（月）から受付開始 

緑図書館 

夏のこうさく会 

７月２１日（土）午後２時～４時 

内容：こうさく会「スライムをつくろう！」、関

連本の展示など 

対象：小学生までの子ども 

定員：先着１００人（当日午後１時４５分から整

理券を配布） 

夏のおたのしみ会 

8 月１８日（土）午後 3時～４時 

内容：星空を壁面に投影しながら解説、読み聞か

せなど 

対象：４歳～小学生までの子ども 

定員：先着５０人（当日午後 2 時１５分から整理

券を配布） 

 

八広図書館 

夏やすみ子どもクイズ 

７月１５日（日）～８月３１日（金） 

内容：図書館の本を読んでクイズに答えると、プ

レゼントを贈呈 

対象：幼児～小学生 

定員：なし（期間中直接会場へ） 

夏のおたのしみ会 

７月３１日（火）午後２時～３時 

内容：人形劇、パネルシアター、おはなし、歌な    

   ど 

対象：小学生以下の子ども 

定員：先着１００人（当日直接会場へ） 
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このほかにも、図書館・コミュニティ会館図書

室では、おはなし会や読み聞かせの会などの子

ども向けのイベントを定期的に 

開催しています。 

詳しい日時は５ページをご覧 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

【パートナーズ企画】 

ハーバード・ビジネス・レ

ビュー読書会 

７月８日（日）午前９時３０分～午後０時３０分〈場所〉5 階会

議室 〈定員〉先着 12 名 〈参加費〉無料 〈申込み〉直接・電

話・メールでひきふね図書館へ 〈その他〉★テキスト・課題

『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー2018 年７月号』 
〈内容〉７月号の特集テーマは「アジャイル人事」です。3時間の自

由討議をおこないます。1 テーブルで深い議論を志向します。 

すみだ英語たどくらぶ 7 月 15 日（日）午後２時～４時 〈場所〉２階プロジェクトコ

ーナー 〈参加費〉無料 〈申込み〉直接会場へ 〈その他〉開催

中、４階多読コーナーの本は２階の会場へ移動しますので、ご了

承ください。 
〈内容〉交流タイム、自分のペースで読書タイム、その他、ブックト

ークなど 

英語多読講座『みんなで英

語多読をはじめよう！』 

 

 

 

７月２２日（日）午前１０時～１１時 30 分 〈場所〉２階プロ

ジェクトコーナー 〈対象〉区内在住・在学、または墨田区図書

館（室）利用カードをお持ちの隣接区在住の学生。いずれも小学

３年から高校生まで 〈定員〉先着 24 名 〈講師〉酒井邦秀（NPO

法人 多言語多読理事長） 〈参加費〉無料 〈申込み〉直接また

は電話でひきふね図書館へ。お子さんとの同伴をご希望の方は、

申込時にお申し出ください。 
〈内容〉やさしい洋書の絵本で、英語を楽しみながらたくさん読む「英

語多読」を学び、英語力アップのコツを知り、英語力・読書力を高め

る。 

東駒形コミュニティ会館図書室 

クイズ 図書室

月１日（ ）～３１日（金） ８ 水

内容：図書室の本を読んでクイズに答えると、プ

レゼントを贈呈 

対象：  どなたでも

定員：なし（期間中直接会場へ） 

夏のお 会 はなし

日（ ）午後 時～ 時３０分 ８月２ 木 ３ ３

内容：  絵本の読み聞かせ、プチ実験

対象： 小学生 幼児～

定員： （ 直接会場へ） なし 当日

梅若橋コミュニティ会館図書室 

夏のお 会 はなし工作

日（ ）午後 時～ 時 ７月２１ 土 ３ ４

内容：影絵朗読、工作会（ブンブンごま、牛乳パ

 ックの魚つり）

対象： 小学生 幼児～

定員： （ 直接会場へ） 先着５０人 当日

 

横川コミュニティ会館図書室 

夏休みスタンプラリー 

７月２１日（土）～８月３１日（金） 

内容：貸出１回につき１スタンプを貯め、集まる

とプレゼントを贈呈 

対象：小学生～大人 

定員：なし（期間中直接会場へ） 

夏の特別おはなし会 

８月２５日(土)午前１０時４５分～１１時４５分 

内容：夏をのりきる、こわいお話を含むおはなし    

   会 

対象：幼児・小学生とその保護者 

定員：なし（当日直接会場へ） 
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【パートナーズ企画】 

『人生・生きがい、青春、

恋愛・結婚、社会・歴史を

考える読書会』 

７月 2２日（日）午後 2 時～4 時 30 分 〈場所〉5 階会議室  

〈定員〉先着 20 名 〈参加費〉無料 〈申込み〉直接・電話・メ

ールでひきふね図書館へ 〈その他〉★テキスト・課題本『真実

一路』山本有三/著 
〈内容〉栃木生まれ、東京帝大卒の山本は、『波』『女の一生』の後、

丌幸な人生ながら真摯に生きる姿を描いた丌朽の名作『真実一路』、『路

傍の石』で国民的作家となった。２５０万部の大ヒット作『君たちは

どう生きるか』で話題になった『心に太陽を持て』は、今も小・中学

生に読まれている名作。 

大人向け初歩の点字「絵本

に点字をつけよう」（全２

回） 

８月３日（金）・１０日（金）午前１０時～正午まで 〈場所〉５

階会議室 〈対象〉どなたでも 〈定員〉先着２０名 〈参加費〉

無料 〈申込み〉７月１１日から７月２７日までに、直接または

電話でひきふね図書館へ 
〈内容〉点字の基本を学び、絵本に点字をつける。 

【パートナーズ企画】 

ビジネス支援セミナー 

『１日集中起業・創業セミ

ナー』 

８月８日（水）午前９時３０分～午後 4 時３０分 〈場所〉5 階

会議室 〈対象〉女性、若者（39 歳以下）、シニア（55 歳以上）

で、都内における創業の計画がある者又は創業後 5 年未満の者

（ＮＰＯ等も含む）〈定員〉先着 16 名 〈参加費〉無料 〈申込

み〉７月 21 日午前９時から受付開始。直接・電話・メールでひ

きふね図書館へ 
〈内容〉具体的に起業を考えている方も、これからの方も、起業に関

するマインドを知ることができます。また、税理士の先生から起業に

まつわるお金の話についても学ぶことができます。 

第 18６回すみだ文化講座 

『徳川旧臣と薩摩～江戸開

城から西南戦争まで～』 

 

８月１２日（日） 午後２時～4 時 〈場所〉5 階会議室 

〈定員〉５０名 〈参加費〉無料 〈申込み〉直接または電話でひ

きふね図書館へ 
〈内容〉「勝海舟日記」編集にも携わった徳川林政史研究所研究員・藤

田英昭氏に、江戸開城から西南戦争にかけての旧幕臣と薩摩藩との親

密な関係を紹介していただきます。 

【立花図書館】 

催し物 日 程 

『調べる学習てつだい隊』 

 

７月 30 日（月）、31 日（火）各日午前 10 時～10 時 30 分 

〈場所〉立花図書館 〈定員〉先着順 〈参加費〉無料 

〈申込み〉当日直接立花図書館へ 

〈内容〉何からやればよいのか、わからない方に、調べる学習の

テーマを決めるお手伝いをします。 

【八広図書館】 

催し物 日 程 

『自由研究☆応援特集』 7 月２０日（金）～８月３１日（金） 〈場所〉児童コーナー 

〈定員〉なし〈参加費〉無料 〈申込み〉丌要 

〈内容〉小学生の自由研究に役立つ本を特集展示すると共に、スタッ

フがカウンターにて随時相談に乗ります。 

大人向け講座 

『老後に必要なお金とエン

ディングノート』 

7 月２1 日（土）午後２時～３時３０分 〈場所〉多目的ルーム

（ホール） 〈定員〉先着 2０名 〈参加費〉無料 

〈申込み〉直接または電話で八広図書館へ 
〈内容〉 金融広報シニアアドバイザー音川敏枝氏による講座。老後の

お金のこと、エンディングノートの書き方についてわかりやすく学び

ます。 
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『八広科学教室「シャボン

玉の丌思議～シャボン玉シ

ョー～」』 

 

８月４日（土）午後 2 時～3 時３０分 〈場所〉多目的ルーム

（ホール） 〈定員〉５０名 〈参加費〉無料 〈申込み〉７月１

1 日午前 9 時から受付開始。直接または電話で八広図書館へ 

〈内容〉つくばエキスポセンター職員による科学教室。シャボン玉シ

ョーなど 

【東駒形コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

とんこま かっぱ縁日 7 月 7 日（土）午後 1 時～4 時〈場所〉大横川親水公園平川橋

～横川橋（河童川原ゾーン）＊雨天の場合は、東駒形コミュニテ

ィ会館にて実施〈対象〉0 歳～18 歳の子どもとその保護者、地

域住民の方〈内容〉子どもから大人まで楽しめるゲーム、模擬店、古

本市、フードドライブ等 

大人のためのおはなし会 ７月２０日（金）午後７時～８時 〈場所〉１階地域集会所  

〈対象〉中学生以上 〈定員〉２０名 〈申込み〉直接または電話

で東駒形コミュニティ会館図書室へ 
〈内容〉大人の方向けのおはなし会です。太宰治の名作『走れメロス』

に効果音を交え、物語をより味わい深く楽しんでいただけます。語り

手は、墨田区出身のおおこしきょうこさんです。冷たいお飲み物と共

に、名作の世界に浸ってください。 

ジュニアプログラミング体

験コース～「プログラミン

グ基礎」から「ロボットを

動かす」まで～ 

7 月 28 日（土）午後 1 時 30 分～４時〈場所〉1 階地域集会所 

〈対象〉3 回のコースに参加できる小学 3 年生～中学生  

〈定員〉12 名 〈参加費〉無料、但しパソコンレンタルご希望

の方は 500 円/回の実費負担となります。〈持ち物〉パソコン等 

〈申込み〉直接またはお電話にて東駒形コミュニティ会館図書室

へ 
〈内容〉2020 年義務教育で必修化される「プログラミング」。今回は

ロボットを動かすところまでを 3 回のコースで学び体験します。2 回

目は 9 月 29日（土）、3 回目は 11月 24 日（土）を予定しています。 

【梅若橋コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

夏の大人クラフト 

 

7 月 7 日（土）午後４時から６時 〈場所〉図書室前ロビー 

〈対象〉高校生以上〈定員〉それぞれ先着１５名まで 

〈参加費〉無料 〈申込み〉当日直接会場にお越しください 
〈内容〉「革のキーケース」もしくは「ＵＶレジンの貝殻しおり」のど

ちらかひとつを選んで作る工作 

調べる学習応援教室 7 月３１日（火）午後 1 時から２時 〈場所〉２階サロン室（図

書室にも行きます。） 〈対象〉小学校中学年 〈定員〉先着 10 名

〈参加費〉無料 〈申込み〉7/11 から梅若橋コミュニティ会館

図書室カウンターにて 
〈内容〉図書館員と学ぶ、調べる学習と図書館の使い方講座です。テ

ーマの決め方や調べ方の基本について。 

【横川コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

図書室の絵本の読み聞かせ

体験学習会 

7 月 14 日（土）午後 1 時から 4 時 〈場所〉３階学童クラブ室

〈対象〉中学生以上 〈定員〉先着 20 名まで 〈参加費〉無料 

〈申込み〉直接または電話で横川コミュニティ会館図書室へ 
〈内容〉絵本の持ち方・めくり方から子供たちに本を好きになっても

らう工夫までの体験学習会です。 



５ 

■おはなし会・読みきかせ（７月１日～８月１０日） 

■７月の特集コーナー  ※７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 

音楽とともに（７月１８日まで） 

もう一度（７月２０日から） 

ティーンズサービス 学び方を学ぶ 

児童書 いろいろなのりもの 

緑図書館 

  

  

  

一般書 ミステリー特集 名探偵に会いたい 

ティーンズサービス ほらぁ、涼しい・・・ 

児童書 課題図書 

絵 本 そら 

立花図書館 

  

  

一般書① No.1！ 

一般書② オトナのナツヤスミ計画 

ティーンズサービス 現役中学生のオススメ★ 

児童書 夏の宿題 －今年の夏は一味ちがう！－ 

絵 本 宇宙 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 
おはなしのじかん 

７月３日（火）・１７日（火）・８月２日（木）・

７日（火）午前１１時～ ★７月１４日（土）午

後３時～ 

おひざでえほん ７月１０日（火）★午前１０時～★午前１１時～ 

緑図書館 

小さい子どものための 

おはなし会 

７月１２日（木）午前１０時３０分～ 

８月２日（木）午前１０時３０分～ 

えほんをよもう ７月１４日（土）午後３時～ 

おはなしのへや ７月１８日（水）午後３時～ 

えいごでえほん ７月２５日（水）午前１０時３０分～ 

 

立花図書館 
おはなし会 

7 月 14 日（土）・21 日（土）・28 日（土） 

８月４日（土）午後 2 時～ 

赤ちゃんおはなし会 
7 月 18 日（水）★午前 11 時～★午後 1 時 30

分～ 

八広図書館 

おはなしとあそびの 
じかん 

７月７日（土）・１４日（土）・２１日（土）・ 

８月４日（土）午前１１時～ 

おひざでえほん ７月１３日（金）午前 11 時～ 

ぷちおはなし会 ７月１８日（水）午後 3 時３０分～ 

東駒形コミュニティ
会館図書室 

おはなしのもり 7 月 5 日（木）・8 月 2 日（木）午後 3 時～ 

えいごでおはなし会 7 月 11 日（水）・8 月 8 日（水）午後 3 時～ 

おはなしれっしゃ 7 月 17 日（火）午前 10 時３０分～ 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

おはなし会 
７月７日（土）・１４日（土）・２８日（土）・ 

8 月 4 日（土）午前１１時～ 
（乳児事業ひよこちゃん 

あそぼう内） 
あかちゃんおはなし会 

７月 12 日（木）午前１０時３０分～ 

横川コミュニティ 

会館図書室 
おはなしのじかん 

７月 6 日（金）・１3 日（金）・２0 日（金）・27

日（金）・８月３日（金）・１０日（金）午後３時

45 分～ 



６ 

八広図書館 一般書 「音楽」を読んでみる 

おすすめ 2017 年に入った本 

ティーンズサービス となりのユカリ ～葛飾～ 

ティーンズサービス 戦国武将の面白い話 

児童書 この「夏」何さつ よめるかな？  

東駒形コミュニティ 

会館図書室 
一般書① 世界に届け“おもてなし”の和・輪・話 

一般書② 
爽やかな“涼”を訪ねて 

～山、湖、冷たいデザート…涼を取り入れた暮らし～ 

ティーンズサービス 夢をかなえよう！  

おはなしのもり なぞなぞだぞだぞ 

おはなしれっしゃ どうぶつだいすき！  

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

  

一般書① 涼しく過ごす工夫（７月１日から７月 31 日まで） 

一般書② 

本のワールドカップ（７月１日から７月１８日まで） 

墨田区鉄道物語（7 月 20 日から８月 31 日まで） 

～そうだ、今年の夏は鉄道の旅に出かけよう～ 

児童書 課題図書（７月１日から８月３１日まで） 

横川コミュニティ 

会館図書室 

  

  

一般書 
夏の養生（7 月 1 日から７月 15 日まで） 

病と生きる（7 月 16 日から 7 月 31 日まで） 

児童書 
かぜびゅうびゅう（７月 1 日から 7 月 15 日まで） 

うみとなつ（７月 16 日から 7 月 31 日まで） 

■開館時間 

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 

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～土曜日 午前 9 時～午後 8 時 

日曜日・祝日 午前 9 時～午後 5 時 

■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 

※緑図書館は、平成３０年７月３日（火）から７月６日（金）まで「特別整理」のため 

休館させていただきます。 

■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) 

ひきふね図書館メールアドレス(HIKIFUNE＠city.sumida.lg.jp)   

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

