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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7月号 (7月１日発行) 第１47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6日（土）午前11時から正午まで 

内容：絵本の読み聞かせ、工作「プラネタリウムづく

り」など 

対象：3歳から小学生（未就学児は保護者同伴） 

＊保護者の同伴は１名のみ可 

定員：先着30人（当日午前10時30分から整理券

を配布） 

 

立花図書館 

夏の工作会 

7月20日（土） 

▼午前10時から＝親子工作「シャカス」 

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時から＝工作「プチゼラ」 

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（火）から受付開始 

夏のおたのしみ会 

7月27日（土）午後2時から3時まで 

内容：手遊び、読み聞かせ、ブックトーク など 

対象：小学生までの児童（未就学児は保護者同伴） 

定員：先着50名（当日直接会場へ） 

緑図書館 

夏のえいごのおたのしみ会 

7月15日（祝）午前10時30分から11時30

分まで 

内容：ゲームやパペットショー等で、遊びながら

英語を学び、触れ合います。 

対象：乳幼児から小学生（未就学児は保護者同伴） 

定員：なし（当日直接会場へ） 

夏の工作会 

8月17日（土）午後1時30分から4時まで 

内容：スライム作り、関連本の展示など 

対象：5歳から小学生（未就学児は保護者同伴） 

定員：先着100人（当日午後1時から整理券を

配布） 

 

八広図書館 

夏やすみ子どもクイズ 

7月13日（土）から9月1日（日）まで 

内容：図書館の本を読んでクイズに答えると、プ

レゼントがもらえます。 

対象：幼児から小学生（未就学児は保護者同伴） 

定員：なし（期間中直接会場へ） 

夏のおたのしみ会 

7月20日（土）午後2時から3時まで 

内容：人形劇、パネルシアター、おはなし、歌など 

対象：小学生までの児童（未就学児は保護者同伴） 

定員：先着100人（当日直接会場へ） 

 

 

 

【もくじ】 

・各館の催し    2．3．4面     ・おはなし会、読み聞かせ 5．6面 

・特集コーナー   4．5面       ・開館時間、休館日等     6面 

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4．5ページをご覧ください。 
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■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

英語多読講座 
『みんなで英語多読をはじ
めよう！』 

7月 21日（日）午前 10時から 11時 30分まで 
【場所】5階会議室  【定員】20名（先着） 【参加費】無料 

【対象】区内在住・在学、または墨田区図書館（室）利用カードを持

っている、小・中学生 [定員] 20人（先着） 

※保護者の同伴可 ＊詳細は「墨田区立図書館HP」「ポスター」「申

込付チラシ」を参照ください。 

【申込み】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、楽しみながらたくさん読んで

英語力、読書力を高める「英語多読」の始めの一歩を学ぶ。 

【講師】酒井邦秀 氏（NPO多言語多読） 
【パートナーズ企画】 
～おもてなし課活動～ 

『点字を知る！ 
点字用紙で 
かわいい天使を 
作つくろう！』 

7月 21日（日）午前 10時から正午まで 
【場所】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】墨田区在住在学の中学生・高校生 

【申込み】氏名・住所・電話番号・学校名・学年を添えて、直接また

は電話・メールでひきふね図書館へ 

【内容】点字学び体験と点字用紙の端紙を使ってかわいい天使を作り

ます。夏休みの楽しい思い出作りに！遊びに来てください。  

すみだ英語たどくらぶ 7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】 
～ビジネス支援プロジェクト～ 

『初心者向けコーチンクﾞ
入門！』 

7月 27日（土）午後 2時から 3時 30分まで 
【場所】５階会議室【定員】先着30名【参加費】無料 

【対象】どなたでも 

【申込み】直接または電話・メールでひきふね図書館へ  

【内容】コーチングの概要を学び、簡単なインタビューの実践で「傾

聴」のスキルを身につける講座です。人材育成や普段のコミュニケ

ーションに活用できます。 

【講師】小田垣宏和（ワークショップ・ラボ代表） 

東駒形コミュニティ会館図書室 

図書室クイズ 

8月1日（木）から31日（土）まで 

内容：図書室の本を読んでクイズに答えると、ガ

チャガチャでプレゼントがもらえます。 

対象：どなたでも 

定員：なし（期間中直接会場へ） 

夏のおはなし会（おはなしのもり拡大スペシャル） 

8月7日（水）午後2時30分から3時30分

まで 

内容：絵本の読み聞かせ、ひらく絵づくり 

対象：小学生までの児童（未就学児は保護者同伴） 

定員：なし（当日直接会場へ） 

 

梅若橋コミュニティ会館図書室 
夏のおはなし工作会 

7月20日（土）午後3時から4時まで 

内容：影絵劇、工作会（キラキラ虹色望遠鏡） 

対象：小学生までの児童（未就学児は保護者同伴） 

定員：先着５０人（当日直接会場へ） 

横川コミュニティ会館図書室 

おはなしのいりぐち～絵本から童話へ～ 

7月13日（土）午後2時から3時まで 

内容：少し長いおはなしを読んでみたい方におすす

めの本を読み聞かせしながら紹介します。 

対象：小学生（低学年）と保護者 

定員：先着50名（当日直接会場へ） 

夏休みスタンプラリー2019 

7月20日(土)から8月31日(土)まで 

内容：貸出毎に押されるスタンプを一定数集める

とプレゼントがもらえます。（ただし、スタンプ

は1日1個まで） 

対象：小学生から大人 

定員：なし（期間中直接カウンターまで） 

夏の特別おはなし会2019 

8月 24日(土)午前 10時 45分から 11時 45

分まで 

内容：こわ～いおはなしでみんなで涼しくなろう 

対象：幼児・小学生と保護者 

定員：先着50名（当日直接会場へ） 
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～前ページの続き～ 
催し物 日  程 

大人向け初歩の点字 
『絵本に点字をつけよう』 
（全２回） 

8月 2日（金）・9日（金） 各日午前 10時から正午まで 
【場所】５階会議室  【定員】先着20名【参加費】無料  

【対象】どなたでも【申込み】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。 
中学生・高校生のための“Ｐ
ＯＰ”コンテスト2019 

【内容】手書きのイラスト・キャッチコピー・メッセージ等で本の魅

力を伝える紹介カード“ＰＯＰ”のコンテストを開催します。※応募

作品は、図書館や学校での展示等で活用をします。（返却不可） 

【対象】区内在住在学の中学生・高校生  

【応募用紙】各図書館・コミュニティ会館図書室で配布 

【応募方法】各館に設置している応募箱に入れるか、郵送でひきふね

図書館へ【応募期限】9月13日（金）※必着 

音訳者養成講座（初級） 
（全８回）  
  

9月 11日(水)・18日（水）・25日（水）・10月 9（水）・16日（水）・
23日（水）・30日（水）・11月 6日（水） 
各日午後 1時半から午後 3時半まで 
【場所】５階会議室 【定員】20名（選考）※課題を提出していただ

き選考を行います 【参加費】無料 ※受講決定者には、アクセント

辞典を用意していただきます。 

【対象】講座修了後、音訳者として活動できる方 

【申込み】8月9日（金）までに、直接または電話でひきふね図書館へ 

【内容】視覚障がい者等の利用者に向けた、録音した図書を作成する

ボランティアの養成講座を開催します。 

【緑図書館】 
催し物 日 程 

調べ学習にも役立つ！ 
『すみトリー』ゲーム大会 

7月 6日（土）午前 10時から正午まで 
【場所】児童コーナー 【参加費】無料 

【対象】小学生 【申込み】当日直接会場へ 

【内容】オリジナルボードゲーム『すみとり—』を使って学び・遊ぶ

ワークショップです。 

【協力】すみだすみずみほりおこし隊 

【立花図書館】 
催し物 日 程 

すみとりーゲーム大会 
同時開催：調べる学習ワー
クショップ 

7月 24日（水）午後 1時から 3時まで 
【場所】えほんのひろば【参加費】無料 

【対象】小学生（未就学児もゲーム参加可能） 

【申込み】当日直接会場へ 

【内容】ボードゲーム「すみとりー」で遊びながら調べる学習のテー 

マ・疑問を考えます。【協力】すみだすみずみほりおこし隊 

【八広図書館】 
催し物 日 程 

八広科学教室『空気砲』 8月 3日（土）午後 1時 30分から 2時 30分まで 
【場所】多目的ルーム〈ホール〉 【定員】50名 

【参加費】無料 【対象】幼児から小学生までの児童とその保護者 

【申込み】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空気砲を使った科学教室 

【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 6日（土）午後 1時から 4時まで 
【場所】東駒形コミュニティ会館にて実施 

【対象】0歳から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 

飲食券１００円/枚、ゲーム券無料・６月２１日（金）より販売 
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～前ページの続き～ 
催し物 日 程 

≪調べる学習コンクール応
援講座≫空を見てみよう！
お天気のはなし 

7月 27日（土）午後 1時 30分から 3時 30分まで 
【場所】１階地域集会所【定員】１５名程度【参加費】無料 

【対象】小学校４から６年生【申込み】1階図書室カウンターまたは

電話で東駒形コミュニティ会館へ 

【講師】武田康男先生（空の探検家®、気象予報士） 

【内容】空の写真をスクリーンに映しながら、空のふしぎや天気につ

いてお話しします。興味を持ったら、自分でも調べてみよう！ 

みんなでシネマ 
～座布団に座ってみる映画
館～ 

7月 28日（日）午後 1時 30分から 
【場所】１階地域集会所【定員】２５名【参加費】無料 

【対象】どなたでも【申込み】当日直接会場へ 

【内容】上映作品「ウエイトレス/おいしい人生のつくりかた」。４０

歳で急逝した女流映画監督の遺作。全米公開は、４館から７０７館

へ拡大、さらに４週目でトップ１０入りの口コミ大ヒット作！ 

【梅若橋コミュニティ会館図書室】 
催し物 日 程 

調べる学習個別相談 集中受付期間【7月 24日（水）から 26日（金）まで】 
各日午後 1時から 5時まで 
お一人様 １時間程度 

【対象】小学生以下 保護者同伴可 

【内容】テーマ決め 調べ方 まとめ方など 

【申込み】電話または直接図書室カウンターへ 

※上記以外の日程・時間も随時受付致します。 

本のおてつだい隊 
～小学生対象お仕事体験～ 

7月 29日（月）午前 10時から 11時まで【対象】小学１から２年生 
7月 30日（火）午前 10時から 11時まで【対象】小学３から６年生 
【場所】図書室【定員】各日3名 【参加費】無料   

【申込み】7月6日（土）午前９時からカウンターにて受付 

【内容】図書館の本の並び方を学んで本を並べたり、おすすめの本を 

選んで紹介カードを作ります。選んだ本は特集コーナーで展示しま

す。 

 

■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 大事なことは・・・ 

 ティーンズサービス 今年もやります！ＰＯＰコンテスト 

 児童書 あめをたのしもう 

 プロジェクトコーナー 

すみだゆかりのパネル展示「牛頭山弘福寺の絵画」 

＜6日（土）から17日（水）まで＞ 

「すみだストリートジャズフェスティバル」写真展 

＜19日（金）から８月31日（土）まで＞ 

緑図書館 一般書 独学のすすめ 

  ティーンズサービス トリックアートの世界 

  児童書 どんな感想文を書こうかな？ 

  絵 本 ほし・そら 

立花図書館 
一般書 

シンプル 

  

旅に出る 

ティーンズサービス 行ってみたい 遠くの世界 

児童書 なつのしゅくだい 

  絵 本 できる できる 
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～前ページの続き～ 
施設名 場所 テーマ 

八広図書館 一般書 大人のインドア趣味 

 おすすめ 言葉で描く絵画など 

 

 

ティーンズサービス お笑い芸人が書いた本 

児童書 うみはひろいなおおきいな 

東駒形コミュニティ 
一般書 

夏の美 

会館図書室 “夏”を楽しもう！ 

 ティーンズサービス 文月・葉月 

 おはなしのもり こわいはなし 

 おはなしれっしゃ “なつ”のえほん 

梅若橋コミュニティ 
一般書 

夏×ミステリー＆ホラー 

会館図書室 雑誌特集 （８月31日まで） 

  児童書 調べる学習 （８月31日まで） 

横川コミュニティ 
一般書 

一度は読んでみたい！芥川賞・直木賞受賞作（15日まで） 

会館図書室 いろいろな家族（16日から） 

  
児童書 

なつのよぞら（15日まで） 

  のぞいてみよう むしのせかい（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 
７月 2日（火）・16日（火）、８月６日（火）
各日午前11時から 
★７月13日（土）午後3時から 

夏のおたのしみ会 ７月６日（土）午前11時から 

おひざでえほん 
７月９日（火）★午前10時から 

★午前11時から 

特別おはなし会 7月10日（水）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 
7月４日（木）・8月１日（木） 
各日午前10時30分から 

えほんをよもう 7月13日（土）午後3時から 

おはなしのへや 7月17日（水）午後3時から 

えいごでえほん 7月24日（水）午前10時30分から 

立花図書館 

おはなし会 
7月6日（土）・13日（土）・20日（土）・ 
8月3日（土）・10日（土）各日午後2時から 

赤ちゃんおはなし会 
7月17日（水）午前11時から・午後1時30
分から 

八広図書館 

おはなしのじかん 
7月6日（土）・13日（土）・20日（土）・     
27日（土）・8月3日（土）・10日（土）      
各日午前11時から 

おひざでえほん 7月12日（金）午前11時から 

ぷちおはなし会 7月17日（水）午後3時30分から 

夏のおたのしみ会 7月20日（土）午後2時から 
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～前ページの続き～ 

 

■開館時間 

 

■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 (℡: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 7月3日（水）午後３時から 

えいごでおはなし会 7月10日（水）午後3時から 

おはなしれっしゃ 7月16日（火）午前10時30分から 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

（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4日（木）午前10時30分から 

おはなし会 
7月6日（土）・13日（土）・27日（土）・ 
8月3日（土）・10日（土） 
各日午前11時から 

横川コミュニティ 

会館図書室 

ひよこちゃんのおはな
し会（乳幼児対象） 

7月4日（木）午前11時40分から 

おはなしのじかん 
7月５日（金）・12日（金）・19日（金）・26
日（金）・8月2日（金）・9日（金） 
各日午後3時45分から 

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 

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

