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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  

２０１９年１１月号 (１１月１日発行) 第１5１号 

障害者週間特集展示・特別イベント

～すべての人に読書のよろこびを！～ 
特 集 展 示  

★障害者向け資料の展示＆ボランティア活動の紹介 

【期間】１２月１日(日)から１２月１８日(水)まで 【場所】2 階プロジェクトコーナー 

特別イベント  

 12月７日（土）ひきふね図書館にて開催します！

★図書館ツアー（事前申込制）  
視覚障害者と晴眼者が一緒に図書館を見学します。 

   あなたがガイドになって案内してみませんか？バックヤードもまわります。 

   【時間】午前９時 30 分から 11 時 30 分まで  

【定員】視覚障害者 3 名 晴眼者 9 名 【場所】５階会議室 

★点字のワークショップ「クリスマスカード」をつくろう。(当日受付) 
6 つの点で 1 つの文字を表す「点字」で「クリスマスカード」を作ります。 

また、点字用紙を使って「まきまきクラフトベル」や「ポチ袋」を作ります。 

  【時間】[1 回目]午前 10 時から正午まで [2 回目]午後 3 時から４時 30 分まで  

【場所】２階プロジェクトコーナー 

 ★朗読『私の中の下町』  （事前申込制） 
かつて、そこには活気ある町があり、温かい人情に溢れた人たちがいました。町角に響く豆腐屋さんの

ラッパの音、きな粉のお団子の匂い。戦前の下町にタイムスリップしてみませんか。 

朗読ボランティア「くさぶえ」のみなさんが朗読します。 

   【時間】午後１時から１時 30 分まで 【場所】２階プロジェクトコーナー 

※手話通訳を希望する場合、11 月 29 日（金）までに申込先へ 

 ★  
【時間】午後１時４５分から２時１５分まで 【場所】２階プロジェクトコーナー 

※手話通訳を希望する場合、11 月 29 日（金）までに申込先へ 
 
  ◎イベントの事前申込は、直接または電話・ＦＡＸでひきふね図書館へご連絡ください。 

  ◎詳細については、各図書館・図書室に設置してある障害者週間特別イベントのチラシをご覧ください。 

 

 
 

 

当日 
受付 

【もくじ】 

・各館の催し  2・3・4 面     ・おはなし会、読み聞かせ  4・5 面 

・特集コーナー    5・6 面     ・開館時間等           6 面 
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■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 
中学生・高校生のための“Ｐ
ＯＰコンテスト”作品展示 

11月 1日（金） から 27日（水）まで 

【場所】２階プロジェクトコーナー 
【内容】“ＰＯＰ（ポップ）”とは、オススメしたい本を紹介するため

のカードのことです。受賞作品と全応募作品を展示します。 
【パートナーズ企画】  
シャーロック・ホームズ講
演会『翻訳家・日暮雅通氏
によるシャーロック・ホー
ムズの楽しみ方』 
 

11月 16日（土）  午後 2時から 4時まで   

【場所】２階プロジェクトコーナー【参加費】無料 
【定員】40 名 【申込】直接または電話・メールでひきふね図書館へ  
【内容】日本を代表するシャーロッキアンで、日本シャーロック・ホ

ームズ・クラブおよびベイカー・ストリート・イレギュラーズ会員
の日暮雅通氏による講演会。今年のホットなホームズ情報や海外の
情報など初心者からマニアックな方まで楽しめる内容です。 

すみだ英語たどくらぶ 11月 17日（日）  午後 2時から 3時 30分まで 

【場所】２階プロジェクトコーナー 【参加費】無料  
【申込】当日直接会場へ 【内容】交流タイム、自分のペースで読書タ

イム、ブックトークなど【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。 

【英語多読入門講座】 
はじめての英語多読 
（全２回） 

11月 24日（日）・12月 8日（日） 各午前 10時から正午まで全２回 

 【場所】5 階会議室【定員】先着 24 名【対象】区内在住在勤在学、 
または共通利用カード（かしだし券）をお持ちの中学生以上の方で、
全２回に参加できる方【参加費・持ち物】不要【申込】直接または
電話でひきふね図書館へ【内容】やさしい英語の絵本から始め、た
くさん読んで楽しみながら英語力を高める読書法「英語多読」を学
ぶ。【講師】繁村一義 氏（NPO 法人 多言語多読副理事長） 

【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 

11月 24日（日）  午後 2時から 4時 30分まで 

【場所】5 階会議室 【定員】先着 20 名 【参加費】無料 
【申込】直接または電話・メールでひきふね図書館へ 
【その他】テキスト・課題本 『流れる星は生きている』藤原てい／

著（中公文庫）【内容】夫の仕事で満州に移住することになったが、
昭和 20 年８月９日、ソ連参戦の夜、夫と引き裂かれた妻と愛児３
人の、言語に絶する脱出行がここから始まった。夫は作家の新田次
郎氏。次男の藤原正彦氏は数学者でエッセイスト。 

家読（うちどく）講演会 
『読書で育む家族のきず
な』 

11月 30日（土）  午前 10時から正午まで 

【場所】２階プロジェクトコーナー 【対象】どなたでも 
【定員】先着 50 名【参加費】無料  
【申込】直接または電話・メールでひきふね図書館へ 
【内容】家族みんなで読書をすることで家族のコミュニケーションを

深めることを目的にした読書運動「家読（うちどく）」の基本や取り
組み方、家庭における読書環境や本を通じた家族のコミュニケーシ
ョンの大切さなどについて学びます。 

【パートナーズ企画】 
常識破りの図書館ボランテ
ィア“地域コミュニティの
つくり方” 
～『図書館パートナーズの
つくり方』著者・小田垣宏
和氏による講演会～ 

11月 30日（土）  午後 2時から 4時まで 
【場所】２階プロジェクトコーナー【定員】先着 30 名【参加費】無

料【申込】直接または電話・メールでひきふね図書館へ  
【内容】「ひきふね図書館パートナーズ」創設メンバーである著者によ

る活動の紹介。ここでしか聞けない、ボランティアの裏事情・シニ
アの地域コミュニティに参加する価値などをお話しいただきます。
簡単なアイデア発想ワークショップも実施します。 

第 194 回すみだ文化講座 
『忠臣蔵』浅野内匠頭は、
忠臣だった!? 
～ドキュメント討入事件と
フィクション歌舞伎～ 
 

12月 7日（土）  午後 2時から 4時まで 

【場所】5 階会議室 【定員】50 名 【参加費】無料  
【申込】11 月 11 日（月）午前 9 時から直接または電話・FAX でひ

きふね図書館へ ※手話通訳を希望する場合、11 月 20 日（水）ま
でに申込先へ【内容】松之廊下刃傷事件に歓喜した関白と怒り心頭
の将軍。塀の外からの討入実況。歌舞伎「忠臣蔵」と「四谷怪談」
の関連とは？今回は、当講座を開始当初から担当された元緑図書館
員の松島茂氏にご講演していただきます。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475938877/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxNzkucG5n/RS=^ADByJEUbH4PlgnOpF4DHFSOUvh0i5g-;_ylt=A2Rivce9uPdX5AgA3l.U3uV7
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【緑図書館】  

催し物 日 程 
企画展示『今のうちに 
知っておこう新種目』 

11月 1日（金）から 28日（木）まで 

【場所】緑図書館 カウンター前 展示コーナー【対象】どなたでも  
【内容】墨田区で開催されるボクシングと新種目に関する本を展示し

ます。今月は「サーフィン」「スポーツクライミング」「テコンドー」
です。 

【立花図書館】 

催し物 日 程 
企画展示『今のうちに 
知っておこう新種目』 

11月 1日（金）から 28日（木）まで 

【場所】立花図書館 入口展示コーナー 【対象】どなたでも  
【内容】墨田区で開催されるボクシングと新種目に関する本を展示し

ます。今月は「空手」「スケートボード」「バトミントン」です。 
立花トークサロン第 6 回
『たちばな防災講座～地理
的視点から～』 

11月 16日（土）  午前 10時 30分から正午まで 

【場所】立花図書館 雑誌コーナー 【定員】20 名（先着順） 
【申込】立花図書館カウンターもしくは電話にて。 
【内容】墨田区特集が掲載されたばかりの雑誌「月刊地図中心」編集

長の小林政能さんをお迎えして、墨田区の地形から引き起こされる
災害や墨田区の危険な場所など地理的な視点からの防災について楽
しく講演していただきます。 

【八広図書館】 

催し物 日 程 
企画展示『今のうちに 
知っておこう新種目』 

11月 1日（金）から 28日（木）まで 

【場所】八広図書館 展示コーナー【対象】どなたでも  
【内容】墨田区で開催されるボクシングと新種目に関する本を展示し

ます。今月は「野球」「ソフトボール」です。 
大人の工作会第 13 弾 
特別編 
『活き活きコミュ・ネイル
～会話しながらネイルしま
せんか～』 

11月 15日（金）  午後 2時から 3時まで 

【場所】八広図書館 多目的ルーム〈ホール〉【参加費】無料 
【対象】60 歳以上の方限定【定員】先着 6 名 
【申込】事前に直接八広図書館カウンターへ【内容】レクリエーショ

ン介護士によるネイル体験をしていただきます。 

八広図書館ビジネス講座 
―ほめる名人直伝！ほめテ
ク実践講座！－ 

11月 16日（土）  午後 2時から 4時まで 

【場所】八広図書館 多目的ルーム<ホール>【参加費】無料 
【定員】30 名（申込順）【申込】直接または電話で八広図書館へ 
【内容】「ダメだし人間」から「ほめ人間」に、あなたが変わればみん

なが変わります。今日から使える「ほめ言葉」を一緒に体験してみ
ませんか？ 

冬のおたのしみ会 11月 23日（土・祝）  午後 2時から 3時まで 

【場所】八広図書館 多目的ルーム<ホール>【参加費】無料 
【定員】１０0 名（先着順） 【申込】当日直接会場へ 
【内容】人形劇、パネルシアター、エプロンシアター、歌など 

英語のおはなし会 12月 1日（日）  午後 2時から 

【場所】八広図書館 多目的ルーム〈ホール〉【参加費】無料 
【対象】5 歳～小学校 3 年生【定員】10 名（申込み順） 
【申込】11月12日（火）午前9時から直接または電話で八広図書館へ 
【内容】ネイティブの外国人講師と一緒に遊びながら英語を学びます。

英語に初めて触れるお子様も気軽にご参加下さい。 

【東駒形コミュニティ会館図書室】 
催し物 日 程 

≪秋の読書週間企画≫ 
おはなし読んでみよう！ 
ガチャガチャおはなし会 

11月 9日（土）  午後 1時 30分から 2時 30分まで 

【場所】１階地域集会所【参加費】無料 
【対象】読み手：小学生（高学年）～高校生≪定員：１０名≫ 

聞き手：小学生以下≪定員：２０名≫ 
【申込】１階図書室カウンターまたはお電話にて（先着順での受付） 
【内容】子どもたちに読み聞かせをしてくれるティーンズの皆さんを 

大募集！読んでもらう絵本はガチャガチャで決めます。何を読むか、
読まれるか、ドキドキしながら楽しみましょう。 
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【前ページのつづき】 

催し物 日 程 
みんなでシネマ 
～座布団に座ってみる映画
館～ 

11月 24日（日）  午後 1時 30分から 

【場所】1 階地域集会所【対象】どなたでも【定員】25 名 
【参加費】無料【申込】当日直接会場へ 
【内容】上映作品「わたしはマララ」。タリバン制圧下のパキスタンで

教育の必要性を訴え、15 歳で銃撃され瀕死の重傷を負ったマララ。
なぜ、彼女は命の危険にさらされながらも活動を続けるのか。ノー
ベル平和賞を受賞した 17 歳の少女の勇気と感動の実話。2015 年
アメリカ作品。 

多文化交流 
『たのしいことについて話
し、たのしいことから、お
互いの文化を知ろう』 
 

11月 30（土） 午後１時 30分から午後 3時まで 

【場所】1 階地域集会所【参加費】無料 
【対象】小学校高学年から（ただし低学年は保護者同伴であれば可） 
【定員】15 名 
【申込】1 階図書室カウンターまたは電話にて 
【内容】日本語教室の生徒さんと参加者の皆さんとの“しゃべり場” 

です。どんなお話が飛び出すかは、当日のお楽しみ♪ 

【梅若橋コミュニティ会館図書室】  
催し物 日 程 

ブッカー＆本の修理講座 11月 2日（土）  午後 1時 30分から 2時 30分まで 

【場所】児童コーナー【対象】中学生以上【定員】5 名 
【参加費】無料【申込】図書室カウンターまたはお電話にて 
【内容】ご自宅の本に「ブッカー」（図書室の本に貼ってある透明なシ 

ート）をかけてみませんか？ また、ページ破れや、本にくっつい
てしまったシールを剥がしたい等、簡単な修理をすることもできま
す。 

【横川コミュニティ会館図書室】 
催し物 日 程 

おしえて！あなたのおすす
め本 2019 
 

11月 11日（月） から 12月 18日（水）まで 

【場所】2Ｆ図書室カウンター【対象】どなたでも 
【内容】おすすめの本の紹介をカードに記入してカウンター横の応募

箱に入れてください。壁面に貼り出します。 
来年にはカードと本を並べて展示する予定です。 

かしだしde ビンゴ！秋 
 

11月9日（土）まで 

【対象】どなたでも 
【内容】カウンターでビンゴカードを配布。貸出でその日のナンバー

にしるしが付きます。たて、よこ、ななめ、いずれかの列がそろっ
たらプレゼントがもらえます。 

 

■11月の特集コーナー ※11 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 
ひきふね図書館スタッフのおすすめ 
「もう１ページ、めくる指先止まらない！」 

 
ティーンズサービス ヘンな図鑑 

 
児童書 ようこそ！としょかんどうぶつえんへ 

 
プロジェクトコーナー 中学生・高校生のための“ＰＯＰコンテスト”作品展示 

緑図書館 一般書 利用者おすすめ本「わたしたちのほんだな」 
  ティーンズサービス コンピュータゲームの魅力 
  児童書 おいしいお話・わくわく☆クッキング 
  絵 本 たべもの 
立花図書館 一般書① café 立花 

  
一般書② すみだから こんにちは 
ティーンズサービス スタッフの今のおすすめ 
児童書 あったまる 

  絵 本 モノクロ 

https://4.bp.blogspot.com/-ym8ZX_wYeSQ/UYurb8YoMII/AAAAAAAARzw/ziVpt7E39Ag/s800/kouyou_momiji_ichou.png
https://1.bp.blogspot.com/-SVEL78b2aaA/W8hDmc1HaqI/AAAAAAABPdw/SGpA_aBzIFosKYk7NXpTIbm-6e2ZWxmcQCLcBGAs/s800/bingo_card.png
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【前ページのつづき】 

施設名 場所 テーマ 

八広図書館 一般書 食欲の秋！！ 

 
おすすめ 音楽小説 

 
 

ティーンズサービス 短編小説 

児童書 ほっこりの絵本(たね) 

東駒形コミュニティ
会館図書室 催事特集 

とんこまスタッフおすすめ本 いま読んで欲しい本を集
めました！（9 日まで） 
科学道 100 冊 2019（10 日から） 

 
一般書① 「運動⇔食事」どちらも大事なんです、ハイ！ 

 
一般書② ミステリーの夜 

 ティーンズサービス 自分を変えろ、未来をつかめ！ 

 おはなしのもり きのみであそぼう♪ 

 
おはなしれっしゃ あきをたのしもう！ 

梅若橋コミュニティ 一般書① 歴史の息吹を感じたい 
会館図書室 一般書② ああ、懐かしの昭和 
  児童書 おばけ 
横川コミュニティ 一般書① 靴（15 日まで） 
会館図書室 一般書② 体を鍛える（16 日から） 
  児童書① くつ、くつ、どんなくつ？（15 日まで） 
  児童書② きつねとたぬき（16 日から） 

 

■おはなし会・読みきかせ（当月１日から翌月１０日まで） 

 

 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 

おはなしのじかん 

11 月５日（火）・19 日（火）、12 月３日（火）

各日午前 11 時から 

11 月９日（土）午後３時から 

おひざでえほん 
11 月 26 日（火）、12 月 10 日（火） 

各日①午前 10 時から ②午前 11 時から 

緑図書館 

小さい子どものための 

おはなし会 

11 月７日（木）・12 月５日（木） 

各日午前 10 時 30 分から 

えほんをよもう 11 月９日（土）午後 3 時から 

おはなしのへや 11 月 20 日（水）午後 3 時から 

えいごでえほん 11 月 27 日（水）午前 10 時 30 分から 

おはなしよんで 11 月 30 日（土）午後 3 時から 

立花図書館 

おはなし会 

11 月 2 日（土）・9 日（土）・16 日（土）・ 

23 日（土・祝）・30 日（土）・12 月 7 日（土） 

各日午後 2 時から 

赤ちゃんおはなし会 
11 月 20 日（水） 

① 午前 11 時から ②午後 1 時 30 分から 

八広図書館 

おはなしのじかん 

11 月 2 日（土）・9 日（土）・16 日（土）・ 

30 日（土）・12 月 7 日（土） 

各日午前 11 時から 

おひざでえほん 11 月８日（金）午前 11 時から 

ぷちおはなし会 11 月 20 日（水）午後 3 時 30 分から 

おはなしひろば 11 月 23 日（土・祝）午前 11 時から 



６ 

【前ページのつづき】 

 

■開館時間 
施設 曜日 開館時間 

ひきふね図書館 
月から土曜日まで 

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  

月から土曜日まで 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 

 

■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 

 ※システム更新に伴い下記期間区内の図書館、図書室は休館となります。 

 令和元年 12 月 19 日（木）から令和 2 年 1 月 4 日（木）まで 

※梅若橋コミュニティ会館は大規模修繕工事のため、下記期間は休館となります。 

令和元年 11 月 21 日（木）から 12 月 20 日（金）まで 

利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い 

いたします。 
 

■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) 

会場 催し名 日程 

東駒形コミュニティ
会館図書室 

おはなしのもり 
11 月 6 日（水）・12 月 4 日（水） 
各日午後 3 時から 

えいごでおはなし会 11 月 13 日（水）午後 3 時から 

おはなしれっしゃ 11 月 19 日（火）午前 10 時 30 分から 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

おはなし会 
11 月 2 日（土）・9 日（土）・16 日（土） 

各日午前 11 時から 

（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 
11 月 7 日（木）午前 10 時 30 分から 

横川コミュニティ 

会館図書室 

おはなしのじかん 

11 月 1 日（金）・8 日（金）・15 日（金） 

・22 日（金）・29 日（金）・12 月 6 日（金） 

各日午後 3 時 45 分から 

ひよこちゃんのおはな

し会（乳幼児対象） 

11 月７日（木）・12 月５日（木） 

各日午前 11 時 40 分から 

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

