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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３月号 (３月１日発行) 第１4３号 

公益財団法人図書館振興財団が主催する「第 22 回図書館を使った調べる学習コンクール 

（全国コンクール）」の入賞作品が決定しました。10 万 7 千件を越える応募作品の中、墨田区

からは優良賞 21 名、奨励賞 22 名の児童・生徒の作品が受賞しました。このうち、優良賞 21

作品を紹介します。 

☆優良賞（小学生）☆ 

なぞのプルプル こんにゃくだいけんきゅう 堀内 健太郎 柳島小学校１年 

わたしのランドセル 吉田 陽香 錦糸小学校１年 

強いぞ！！強い なぜ？そこに生えてるの？  

～“ざっ草”たちのふしぎな・・・せかい～ 
太田 唯夏 八広小学校２年 

メートルほうができるまで長さは体のいちぶであらわしていた 小藤田 史織 隅田小学校２年 

時計はいつからあるの？ －時計のせかいへタイムスリップ－ 込山 枝美里 業平小学校２年 

あいりのきらきら国旗ツアーズ 田中 愛莉 曳舟小学校２年 

だいすき！ クラシックギター 茂手木 伶哉 柳島小学校２年 

ミツバチなしでは生きていけない！ 米津 ナナ 横川小学校２年 

ピアノにくわしいピアニストになるには？ 中村 美南 外手小学校３年 

めざせ！ カラスはかせ 平山 涼一 両国小学校３年 

本所七不思議が教えてくれた私の町の今と昔 綾井 萌々子 外手小学校４年 

あなたはしょう来ロボットといっしょにくらしてみたいですか？ 松本 仁実 緑小学校４年 

知ってびっくり！ ミツバチとはちみつの世界 渡辺 瑛太 曳舟小学校４年 

もったいないだけじゃない！ 食品ロス 石江 桜子 緑小学校５年 

雨水を集めてためて活用しよう ｉｎすみだ 鷲尾 果純 柳島小学校５年 

七色の挑戦状 井苅 栞菜 両国小学校６年 

日焼け止めだけじゃない！ 紫外線対策 ～紫外線の実態を探る～ 米津 アンナ 横川小学校６年 

☆優良賞（中学生）☆ 

燻製 田口 文喜 寺島中学校１年 

地球環境とマングローブ ～マングローブと暮らす夏休み～ 田中 萌唯 
国府台女子学院 

中学部１年 

あなたも知ってね アレルギーのこと 吉田 葵 寺島中学校１年 

船の秘密 堀江 凜々華 本所中学校２年 

【もくじ】 
・各館の催し       3 から 4 面   ・特集コーナー    5 面 
・おはなし会、読み聞かせ 5 から 6 面   ・開館時間等     6 面 
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 受賞作品展示 

第２２回（平成 30年度）コンクール出展作品 
★今年度全国コンクールで優良賞を受賞した作品と墨田区コンクールで金賞・銀賞を 

受賞した作品をひきふね図書館で展示します。 

  【展示場所】 

ひきふね図書館２階プロジェクトコーナー 

 【展示期間（予定）】 

平成 31 年４月 19 日（金）から５月 15 日（水）まで 

第２１回（平成 29年度）コンクール出展作品 

★昨年度墨田区から応募した作品のうち、全国コンクール 

および墨田区コンクールで入賞した作品を展示していま 

す。作品は貸出・閲覧等でご利用いただけますのでぜひ 

お手に取ってみてください。 

 【展示場所】 

ひきふね図書館 2 階こどもとしょしつ特集コーナー 

 

また、ひきふね図書館以外の図書館・図書室でも、調べる 

学習コンクール作品を貸出・閲覧していただけますので、 

ぜひご利用ください。 

 

●「図書館を使った調べる学習コンクール」とは 

「なぜ？」「どうして？」など、身近で疑問に思ったこと、興味 

 をもったことについて、図書館を利用して調べ、その内容をまと 

めた作品を応募するコンクールです。 

図書館のもつ機能（蔵書、検索システム、レファレンスなどの 

調べる機能）を活用し、子供たちの主体的に学ぼうとする力、情 

報を活用する力を養います。 

●選考の流れ 
墨田区で行う「地域コンクール」で審査の後、上位作品を全国コンクールに推薦します。 

 

ご注意ください！  

    館内整理のための休館日は、原則毎月第３木曜日ですが、今月は春分の日と重なるため、

翌日の 22 日（金）が休館となります。なお、21 日（木）は祝日として午前 9 時から午

後 5 時まで開館いたします。 

ひきふね図書館 

こどもとしょしつ特集コーナー 
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◇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 

3月 9日（土） 午後 5時から 8時まで 

【場所】5 階会議室 【定員】先着 12 名 【参加費】無料 

【申込み】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『DIAMOND ハーバード・ビジ

ネス・レビュー2019 年 3 月号』 
【内容】3月号の特集テーマは「パーパス」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。 

【パートナーズ企画】 

点字用紙の端紙を活用した

まきまき工作会５ 

『「桜のかべかけ」作り』 

 

3月 16日（土）午後 1時 30分から 3時まで 

【場所】２階こどもとしょしつ 多目的室  

【定員】先着１0 名 【参加費】無料 

【対象】小学生以上（大人も可） 

【申込み】直接または電話・メールでひきふね図書館へ 

【持ち物】紙袋（※お持ちの方は、シール・千代紙・リボン・ 

切り貼りしてもよい写真も） 
【内容】色紙に桜をあしらって春色のかべかけを作ります。 

すみだ英語たどくらぶ 3月 17日（日）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 

【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、ブックトークなど 

【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 

3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 

【申込み】直接または電話、メールでひきふね図書館へ 

【テキスト・課題本】 最新の芥川賞２作品（『ニムロッド』上田

岳弘/著、『１R１分３４秒』町屋良平/著） 
【内容】 

『ニムロッド』仮想通貨を採掘する新規事業を命じられたシステムエ

ンジニアは・・ここには小説のおもしろさすべてが詰まっている。 

『１R１分３４秒』うだつが上がらない若きボクサーの優しくもストイ

ックな日常・・プロボクサーの日常を徹底して描いた作品。古典的

な青春小説。この名作について語り合います。 

【パートナーズ企画】 

世界三大仏教遺跡講演会 

～アンコールワット・ボロ

ブドゥール・バガン～ 

3月 30日（土）午後 2時から午後 4時まで 

【場所】２階プロジェクトコーナー 【定員】 先着５０名  

【参加費】無料 【申込み】直接または電話、メールでひきふね

図書館へ  
【講師】黒河内宏昌氏（東日本国際大学エジプト考古学研究所教授） 

【内容】世界三大仏教遺跡のアンコールワット・ボロブドゥール・バ

ガンについて学んでみませんか？世界三大仏教遺跡について世界遺

産に詳しい講師による講演会です。最新（2019年 1 月）の遺跡写

真から保存状況についても解説していただきます。 

第 189 回すみだ文化講座 

『初期写真に見るすみだと

その周辺』 

 

3月 31日（日） 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  

【申込み】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、３月８日（金）までに申込先へ 
【内容】東京都写真美術館学芸員・三井圭司氏に、近代初期の著名な

写真家が撮影した隅田川や周辺地域の写真について、お話していた

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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◇立花図書館 
催し物 日 程 

立花トークサロン第 4 回 

『菓子遍路～和菓子とすみ

だをつなぐ～』 

 

4月 15日（月）午後 6時 30分から 7時 30分まで 

【参加費】無料 【定員】 ２0 名（申込み順） 

【申込み】3 月 23 日（土）午前９時から、直接または電話で立

花図書館へ 
【内容】東向島にある「菓子遍路一哲」店主 酒井哲治氏をお招きし、

寺島なすを使った和菓子を創作した経緯や、すみだで和菓子店を経

営することなどについてお話いただきます。 

◇八広図書館 
催し物 日 程 

バリアフリー映画会 

『博士の愛した数式』 

３月２３日（土）午後２時から４時まで 

【場所】多目的ルーム(ホール) 【定員】先着５０名 

【参加費】無料 【申込み】3 月１日（土）午前９時から、催し

物名・氏名・電話番号・ファクス番号を、直接または電話、

FAX で八広図書館へ 
※手話通訳を希望する場合、3 月 10 日（日）までに申し込み先へ  

【内容】「博士の愛した数式」（出演：寺尾聰ほか）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ので、見るこ

と・聞くことが不便な方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 

塚本やすし とんこま絵本

ライブ 
3月 23日（土）午後 1時 30分から 2時 30分まで 

【場所】5 階体育室 【対象】5 歳以上 

【定員】80 名 【参加費】無料  

【申込み】直接１階図書室カウンターへ 
【内容】墨田で生まれ育った絵本作家、塚本やすしさんにご自身の作

品を実際に読み聞かせしていただきます。また参加者のリクエスト

に応えるライブペインティングが楽しめます。 

みんなでシネマ 

～座布団に座ってみる映画

館～ 

3月 24日（日）午後 1時 30分から 

【場所】1 階地域集会所 【定員】先着２５名 【参加費】無料 

【申込み】不要 【対象】どなたでも 
【内容】上映作品「あの子を探して」。ベネチア映画祭で１０分以上の

スタンディング・オベイション！可愛くて、可愛くて、圧倒的な感動！ 

とんこま なぞとき 

アドベンチャー 

～本田からの挑戦状？！～ 

3月 30日（土）午後 1時 30分から 3時まで 

【場所】3 階から 5 階 【定員】９０名 【参加費】無料 

【受付】午後１時３０分から 3 階にて 
【内容】なぞなぞを解きながら、建物を探検して、とんこまのことを

もっと好きになろう！新しい発見が盛り沢山のクイズラリーです。   

◇横川コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

子育て講座 

『赤ちゃんのための絵本の

読み聞かせとわらべうた』 

3月 16日（土）午前 11時から 12時まで 

【場所】4 階遊戯室 【参加費】無料  

【対象】乳幼児と保護者【申込み】直接会場へ 

【内容】赤ちゃん向けの絵本の読み聞かせやわらべうた 

を親子で楽しみます。 
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■3月の特集コーナー ※3 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 ブックガイドからひろがる読書 

ティーンズサービス 地理マニアック！ 

児童書 かお★KAO★どんなかお 

プロジェクトコーナー こころのメンテナンス 

緑図書館 

  

  

  

一般書 歴代の本屋大賞を振り返る 

ティーンズサービス 選挙へ GO！ 

児童書 からだの仕組み 

絵 本 お花 

立花図書館 

  

  

一般書① スポーツ 

一般書② 和の世界 

ティーンズサービス 卒業しよう！ 

児童書 先生 

絵 本 たちばなどうぶつえん 

八広図書館 一般書 春のファッション 

おすすめ あなたへ 

ティーンズサービス 弁当作りにチャレンジ 

児童書 さくらさく 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

一般書① 上を向いて歩こう 

一般書② 平成を読む 

ティーンズサービス おわり～はじまり 

おはなしのもり 
おにたちのおはなし（６日まで） 

いろんなとしょかん（７日から） 

おはなしれっしゃ 
さむくてもげんき！（18 日まで） 

おべんとう もって でかけよう！（19 日から） 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

  

一般書① 新生活応援 

一般書② 
一棚図書館（15 日まで） 

どうぶつがいっぱい（16 日から） 

児童書 はる みつけたよ 

横川コミュニティ 

会館図書室 
一般書 

資格は財産です（15 日まで） 

遺伝子 ～つながり～（16 日から） 

児童書 
ボールてんてん（15 日まで） 

いろいろなボタン（16 日から） 

 

■おはなし会・読みきかせ（3月 1日から 4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 

３月 5 日(火)・19 日(火)・4 月 2 日(火) 各日午

前 11 時から ★3 月 9 日(土)午後 3 時から 

おひざでえほん 3 月 26 日(火)★午前 10 時から★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 

3 月 7 日（木）・4 月 4 日（木）各日午前 10 時

30 分から 

えほんをよもう 3 月 9 日（土）午後３時から 

おはなしのへや 3 月 20 日（水）午後 3 時から 

えいごでえほん 3 月 27 日（水）午前 10 時 30 分から 

おはなしよんで 3 月 30 日（土）午後３時から 
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■おはなし会・読みきかせ（3月 1日から 4月 10日まで）  ～前ページの続き～ 

■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 

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 

■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 
※今月の第３木曜日（２１日）は祝日にあたるため、翌２２日（金）が休館日となります。 
 なお、２１日（木）は午前９時から午後５時まで開館いたします。 

■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  電話:03-3612-6048 

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

会場 催し名 日程 

立花図書館 
おはなし会 

３月 2 日（土）・9 日（土）・16 日（土） 

・23 日（土）30 日（土）各日午後 2 時から 

赤ちゃんおはなし会 3月20日(水)★午前 11時から★午後 1時 30分から 

八広図書館 

おはなしとあそびの 
じかん 

３月 2 日（土）・9 日（土）・16 日（土）・30 日

（土）・４月６日（土）各日午前 11 時から 

おひざでえほん ３月 8 日（金）午前 11 時から 

ぷちおはなし会 ３月 20 日（水）午後 3 時 30 分から 

おはなしひろば ３月 23 日（土）午前 11 時から 

東駒形コミュニティ
会館図書室 

おはなしのもり ３月 7 日(木)・４月３日(水)各日午後３時から 

えいごでおはなし会 ３月 13 日（水）午後 3 時から 

おはなしれっしゃ ３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 
３月 2 日(土)・9 日(土)・16 日(土)・23 日(土)・

4 月 6 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 

 
3 月 14 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 
３月 1 日(金)・8 日(金)・15 日(金)・20 日(水)・

29 日(金)・4 月 5 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） 
3 月 28 日（木）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

