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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  
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受付 

手話通訳 
つき  

子ども読書の日 ＆ こどもの読書週間 

4 月 23 日は子どもの読書活動の推進に関する法律によ 

る「子ども読書の日」、4 月 23 日から 5 月 12 日までは、 

読書推進運動協議会の定める「こどもの読書週間」です。 

子どもにとって本との出会いは、読む力、書く力などの 

基礎学力に加え、創造力や表現力など豊かな人生を送る上 

で必要な力を得るため欠くことのできないものです。 

また、区では、昨年 12 月に「墨田区子ども読書活動推 

進条例」を定め、子どもが楽しく活発に読書に親しむこと 

ができるよう、家庭・地域・学校・図書館が協力して子ど 

もの読書環境づくりを進めることとしています。 

 各図書館・図書室では、この期間中に本に親しむ様々なイベントを開催いたします。 

ぜひこの機会に、本との出会いや読書の楽しさを味わってみてください。 

全館共通の取組 

■記念冊子の配布 

子ども読書の日記念冊子「ぱらぱら･きらきら」を配布しています。おはなし会などの日程や、

おすすめの本、各館からのメッセージを掲載しています。 

■リサイクル資料の提供 

図書館で使わなくなった資料を各館のリサイクルコーナーで提供してい

ます。期間中は、通常より多くの資料を用意いたしております。 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-25ZnqXXoSW4/W8BOH-h_c6I/AAAAAAABPV0/FGLDPIlFcCA6SCIBA2kNPo6rB1EAY32zQCLcBGAs/s800/book_smile_girl_boy.png


２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「図書館を使った調べる学習コンクール」受賞作品の貸出・展示を行います！ 

■受賞作品の貸出 

[開始日] 4 月 19 日（金）から 

［内容］「第 22 回 全国図書館を使った調べる学習コンクール」 

優良賞を受賞した作品（複製）の貸出 

［場所］各図書館・コミュニティ会館図書室 

■受賞作品の展示  

［内容］上記全国コンクール優良賞と「第 8 回 墨田区図書館を使った調べる学習コンクール」 

金賞・銀賞を受賞した作品（複製）の展示、参考資料の貸出 など 

［会場］ひきふね図書館２階プロジェクトコーナー [期間]4 月 19 日(金)から５月 15 日(水)まで 

ひきふね図書館 
もっと本が読みたくなるおはなし会 

日時：４月 21 日（日）午後 2 時から３時まで 

内容：ブックトーク、絵本の読み聞かせ、絵本あ

てクイズ など 

対象：３歳から小学生まで 

※未就学児は保護者の同伴が必要 

申込：当日直接会場へ 

緑図書館 
子ども読書の日おたのしみ会 

日時：４月 20 日（土）午後３時から４時まで 

内容：折り紙遊び、絵本読み聞かせなど 

対象：4 歳から小学生まで（定員 20 名） 

※未就学児は保護者の同伴が必要 

申込：午後 2 時半から整理券を配布 

 

立花図書館 
子ども読書の日おはなし会 

日時：４月 20 日（土）午後 2 時から３時まで 

内容：読み聞かせ、ブックトーク など 

対象：どなたでも 

申込：当日直接会場へ 

八広図書館 
おはなしひろばスペシャル 

日時：４月 27 日(土)午前 11 時から 12 時まで 

内容：パネルシアター、エプロンシアター、大型

絵本の読み聞かせ、歌 など 

対象：小学生まで（定員 30 名） 

申込：当日直接会場へ 

ブックトーク＆工作会 

日時：５月 11 日（土）午後２時から３時まで 

内容：ブックトーク、工作 など 

対象：5 歳から小学生まで（定員 15 名） 

申込：４月15日（月）から八広図書館カウンターへ 

※各催し共に未就学児は保護者の同伴が必要 

 

東駒形コミュニティ会館図書室 
ゆうさんの紙芝居パフォーマンス 

日時：４月６日（土）午後１時半から２時半まで 

内容：元ＮＨＫのお兄さん「ゆうさん」による紙

芝居、マジック など 

対象：3歳から小学3年生まで（先着150名） 

申込：東駒形コミュニティ会館３階事務室へ 

ぬいぐるみおとまり会 

日時：４月 20 日(土)午後１時半から２時半まで 

内容：読み聞かせ、工作、ぬいぐるみのおとまり会 

対象：3 歳から小学生まで（先着 20 名） 

申込：４月１日（月）から東駒形コミュニティ会

館１階図書室カウンターへ 

※各催し共に未就学児は保護者の同伴が必要 

 

梅若橋コミュニティ会館図書室 
とくべつおはなし会 

日時：４月 27 日(土)午前 11 から 12 時まで 

内容：絵本の読み聞かせ、わりばしでっぽうを使

った的当て 

対象：３歳から小学生まで 

※未就学児は保護者の同伴が必要 

申込：当日直接会場へ 

横川コミュニティ会館図書室 
特別おはなし会 

日時：４月 28 日（日）午後２時から３時まで 

内容：手遊び、絵本の読み聞かせ など  

対象：小学生まで※未就学児は保護者の同伴が必要 

申込：当日直接会場へ 
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◇ひきふね図書館 
催し物 日  程 

すみだ英語たどくらぶ 4月 21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  

【申込み】当日直接会場へ 【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】 

ひきふね図書館ビジネス支

援プロジェクト 

『インターネット複業セミ

ナー～好きなことを仕事に

しよう～』 

4月 27日 （土）午後２時から４時まで 

【場所】５階会議室 【対象】区内在住･在勤の方 

【参加費】無料【定員】先着 20 名 

【申込み】直接または電話・メールでひきふね図書館へ  
【内容】好きなことを生かして、インターネットビジネスをゼロから

立ち上げ、収益化するための初歩について学べる講座です。 

※平成 31 年 3 月 2 日に行った企画と同じ内容です。  

【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 

4月 28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 

【その他】★テキスト・課題本★ 誕生１４０年、没後６０年、

墨田区を舞台にした「濹東綺潭」で著名な永井荷風の「ちくま

日本文学・永井荷風」（筑摩書房） 
【内容】日本の近代化・物質文明に反発し、伝統的な江戸文化に傾倒

し、終生、反俗的な文明批評家として、また戦時中、軍部を批判し

個人主義に徹した人生の魅力を語り合います。 

メンバー募集のお知らせ 

【パートナーズ企画】 
ひきふね図書館おもてなし課 

『中学・高校生のみなさん！ 

イベントの企画をしてみませ 

んか！』 

【活動日】５月からの奇数月第３日曜日午前１０時から正午 

（初回は５月１９日）【活動場所】ひきふね図書館 

【対象者】区内在住在学の中学生・高校生 

【申込み】４月３０日（火）までに、住所・氏名・学校名・学年・

電話番号を、直接または電話・メールでひきふね図書館へ 
【内容】図書館の魅力を知り、人が集う図書館を目指して企画を行う

など、図書館をより楽しい場所にしていきます。 

◇八広図書館 
催し物 日 程 

緊急企画☆子ども読書の日 

『春のガチャまつり』 
4月 2３日（火）から 4月 30日（火）まで 

【場所】八広図書館カウンター前 【参加費】無料 

【対象】小学生まで 【定員】なし【申込み】不要 
【内容】図書館や本にまつわるクイズに答えると、カウンター設置の

ガチャマシーンを１回まわせます。何が当たるかお楽しみ。 

☆子ども読書の日特別企画 

『ブックトーク＆工作会』 
５月 11日（土）午後２時から３時まで 

【場所】八広図書館 【参加費】無料 【定員】15 名（申込み順） 

【対象】5 歳から小学生まで ※未就学児は保護者の同伴が必要 

【申込み】4 月 15 日（月）午前９時から、直接八広図書館へ 
【内容】図書館スタッフおすすめの児童書を紹介するブックトークと

簡単な工作遊びを行います。 
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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 

【場所】立花図書館【参加費】無料【定員】２0 名（申込み順） 

【申込み】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。 

◇東駒形コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

☆子ども読書の日特別企画 

『ゆうさんの紙芝居パフォ

ーマンス』 

４月６日（土）午後１時３０分から２時３０分まで 

【場所】５階体育室 【定員】先着 150 名  

【参加費】無料【申込み】直接３階事務室へ  

【対象】３歳から小学３年生まで ※未就学児は保護者の同伴が必要 

【内容】元ＮＨＫのお兄さん、ゆうさんによる楽しい「紙芝居」や 

「マジック」「サウンドマイム」 などを行います。 

☆子ども読書の日特別企画 

『ぬいぐるみおとまり会』 

４月２０日（土）午後１時３０分から２時３０分まで 

【場所】４階グループ室【定員】先着 20 名 【参加費】無料 

【申込み】直接１階図書室カウンターへ 

【対象】3 歳から小学生まで ※未就学児は保護者の同伴が必要 
【内容】読み聞かせ、工作、ぬいぐるみのおとまり会を行います。 

みんなでシネマ 

～座布団に座ってみる映画

館～ 

４月２１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】奇想天外！史上最大級の泥棒グル―が月に向かう、ハートフルな

冒険ムービー「怪盗グルーの月泥棒」を上映します。 

◇梅若橋コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

☆子ども読書の日特別企画 

『児童おたのしみ袋』 
4月 23日（火）から ※無くなりしだい終了 

【場所】図書室入口横 【対象】小学生までの児童 
【内容】おすすめの本３冊を袋に入れて貸出します。３０袋限定です。 

◇横川コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

☆子ども読書の日特別企画 

『えほんかるた大会』 
4月 13日（土）午後 2時から 3時まで 

【場所】３階学童クラブ室 【定員】先着 15 名 

【参加費】無料【申込み】不要  

【対象】3 歳から小学生まで※未就学児は保護者の同伴が必要 
【内容】えほんを取り札にしたかるた大会です。優勝した人には賞品

があります。 

☆子ども読書の日特別企画 

『図書館クイズ 2019』 
4月 23日（火）から 5月 10日（金）まで 

【場所】2 階図書室カウンター【対象】小学生【参加費】無料 
【内容】図書館に関するクイズに全問正解すると次のステップのクイ

ズにチャレンジできます。ステップごとに図書室員手製のプレゼン

トもあります。 
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■4月の特集コーナー ※４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 こんな本あったんだ！２０１８ 

ティーンズサービス こんな仕事がしてみたい！ 

児童書 すてきなおくりもの 

プロジェクトコーナー 女性の健康づくり応援キャンペーン 

緑図書館 

  

  

  

一般書 百花繚乱「花」の本 

ティーンズサービス 恋の季節 

児童書 消えたいきものたち 

絵 本 はる 

立花図書館 

  

  

一般書 ① はじめてみよう楽器の習い事／②和の世界 

ティーンズサービス 不思議な向こう側 

児童書 いってみよう やってみよう 

絵 本 ぽかぽか 

八広図書館 一般書 平成の本！読んでみよう♪ 

おすすめ 東海道 

ティーンズサービス フットサル 

児童書 「大人も読みたい絵本」集めました 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 
一般書 

① “ガラスの世界”へようこそ 

② はじめよう！たのしもう！アウトドアライフ 

ティーンズサービス 平成最後の月 

おはなしのもり 
いろんなとしょかん（2 日まで） 

はるがすき！（３日から） 

おはなしれっしゃ 
おべんとうもってでかけよう（１５日まで） 

えほんで あそぼ！（１６日から） 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

一般書 ① 銭湯／②本のお楽しみ袋（4/23 から※詳細は催し欄） 

児童書 あめあめふれふれ 

横川コミュニティ 

会館図書室 
一般書 

春 新しい出会い（15 日まで） 

墨田ってこんな街（16 日から） 

児童書 
おともだち いっぱいできたらいいな（15 日まで） 

はるがきた はるがきた（16 日から） 

■おはなし会・読みきかせ（4月 1日から 4月 30日まで） 

 ★のついたおはなし会は子ども読書の日特別企画です。詳細は２ページをご覧ください。

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 

おはなしのじかん 4 月 2 日(火)・16 日(火)各日午前 11 時から  

★もっと本が読みたくなる
おはなし会 

4 月 21 日（日）午後 2 時から 

おひざでえほん 4 月 23 日(火)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 4 月 4 日（木）午前 10 時 30 分から 

えほんをよもう 4 月 13 日（土）午後３時から 

おはなしのへや 4 月 17 日（水）午後 3 時から 

★子ども読書の日おたのしみ会 4 月 20 日（土）午後 3 時から 

えいごでえほん 4 月 24 日（水）午前 10 時 30 分から 

立花図書館 

おはなし会 
4 月 6 日（土）・13 日（土）・27 日（土）各日

午後 2 時から 

赤ちゃんおはなし会 4月17日(水)①午前11時から②午後1時30分から 

★子ども読書の日おはなし会 4 月 20 日（土）午後 2 時から 
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■おはなし会・読みきかせ（4月 1日から 4月 30日まで） ～前ページの続き～ 

★のついたおはなし会は子ども読書の日特別企画です。詳細は２ページをご覧ください  。

■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 

■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 

八広図書館 

おはなしのじかん 
4 月 6 日（土）・13 日（土）・20 日（土） 

各日午前 11 時から 

おひざでえほん 4 月 12 日（金）午前 11 時から 

ぷちおはなし会 4 月 17 日（水）午後 3 時 30 分から 

★おはなしひろばスペ
シャル 

4 月 27 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 4 月 3 日(水) 各日午後３時から 

おはなしれっしゃ 4 月 16 日（火）午前 10 時 30 分から 

えいごでおはなし会 4 月 17 日（水）午後 3 時から 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

おはなし会  
4 月 6 日(土)・13 日(土)・20 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 4 月 25 日（木）午前 10 時 30 分から 

★特別おはなし会 4 月 27 日（土）午前 11 時から 

横川コミュニティ 

会館図書室 

おはなしのじかん 
4 月 5 日(金)・12 日(金)・19 日(金)・26 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） 
4 月 25 日（木）午前 11 時 40 分から 

★特別おはなし会 4 月 28 日（日）午後 2 時から 

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

