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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 8 月号 (8 月１日発行) 第１48 号 

東京オリンピック・パラリンピックに向けて 
墨田区立図書館では、昨年度に引き続き、全館で東京 2020 大会に向けての特集を企画します。 

「おもてなし」を共通テーマに、各館で展示を行いますのでぜひお立ち寄りください。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【もくじ】  ・各館の催し  2～4 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 

 

東駒形コミュニティ会館図書室 
◆東京でおもてなし 2019 

 ～墨田区の魅力をご紹介します～ 

期間 8月 1日（木）から 8月 31日（土）まで 

内容：東京 2020 大会に向けて「墨田区の魅

力」を区外や海外の方などにご紹介できるよ

う、的を絞って展示を行います。 

ひきふね図書館 
◆知ろう！伝えよう！！ 

 オリンピック・パラリンピック 

期間 8月 16日（金）から 9月 18日（水）まで 

内容：オリ・パラの歴史やルール、ボランテ

ィア、レガシーなど気になるトピックをおさ

らいしませんか？多言語対応やピクトグラム

など、おもてなしの視点でも展示を行います。 
 

八広図書館 
◆Cool Japan！まんがで日本を知ろう♪ 

期間 9月 1日（日）から 9月 30日（月）まで 

内容：海外の方々にクール（かっこいい）と

捉えられている日本の漫画文化。世界中を魅

了する漫画を中心に、日本や東京の魅力を発

信できるような展示を行います。 

梅若橋コミュニティ会館図書室 
◆東京・新発見！-あなたの知らない東京- 

期間 9月 1日（日）から 9月 30日（月）まで 

内容：まだ知らない東京がここに…！古地図、

散歩マップ、山や自然、建物、東京の町が出

てくる物語…。魅力がたくさんの東京、あな

たのオススメをみつけてください！ 

横川コミュニティ会館図書室 
◆パラリンピックを応援しよう！ 

期間 9月 1日（日）から 9月 30日（月）まで 

内容：パラリンピックの歴史や競技内容を調

べましょう。そして、色々な障害を乗り越え、

夢の舞台ではばたく全世界のパラリンピック

の選手たちに熱いエールをおくりましょう。 

緑図書館 
◆国技館&周辺地域の魅力を発信！！ 

期間 10月 1日（火）から 10月 31日（木）まで 

内容：ボクシング競技会場の国技館がある両

国・本所地域の魅力を展示にて発信します。

地元の方、地域に興味がある方、国内外から

いらっしゃる方に魅力をお伝えします。 

立花図書館 
◆すみだから こんにちは 

期間 11月 1日（金）から 12月 18日(水)まで 

内容：日本の文化や遊び、墨田区の魅力・産

業と文化を紹介します。様々な方に、いいも

の・いいところを知っていただき、より興味

をもってもらえるような展示を行います。 
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■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

すみだ英語たどくらぶ 8月 18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。 

第 19３回すみだ文化講座

『知っておきたい図書館の

使い方～認知症の人が図書

館を上手に使うために』 

9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  

【申込み】直接・電話・FAX でひきふね図書館へ 

 ※手話通訳を希望する場合、8 月 16日（金）までに申込先へ 

【内容】認知症の正しい知識と図書館の活用法について学び、誰もが

図書館を快適に利用できるようになるためのお話です。 
【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』 

9月 18日（水） 午後 7時から 8時 30分まで 

【場所】2階プロジェクトコーナー 【定員】40 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 

【内容】日本を代表するシャーロッキアン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

クな方までを対象に。（ネタバレもあるかもしれません） 

中学生・高校生のための 
“ＰＯＰ”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日（水）・16日（水）・
23日（水）・30日（水）・11月 6日（水） 
各日午後 1時 30分から午後 3時 30分まで 

【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【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。 

「東京五輪音頭-2020-」の CD・DVD を貸出しています！ 

東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図るため、「東京五輪音頭-2020」

を収録した CD、および振付映像を収録した DVD を貸し出ししています。 

CD は各館 3 枚ずつ、DVD は区内で計５枚を、視聴覚資料として所蔵していますの

でお気軽にご利用ください。 

 

  
 

●「東京五輪音頭-2020-」とは？ 

1964 年に開催された東京オリンピックの時に使われていた東京五輪音頭の歌詞の一部

を変更したもので、歌は石川さゆりさん、加山雄三さん、竹原ピストルさんが歌っていま

す。みんなで踊れる振付で、世界からやってきた方々と「顔と顔」を合わせて楽しんでい

ただきたい、そんな気持ちが込められているそうです。 

DVD には「東京五輪音頭‐２０２０‐の踊り方（振付シート）」も付いていますので、

ぜひ振付を覚えてみてください。 

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 

点字ワークショップ『点字
を書こう、読もう、知ろ
う！』 

8月5日（月） 午前10時から正午まで 

【参加費】無料 【協力】点訳きつつき・きつつききっず 

【対象】小学生 【定員】10 名（申込順） 

【申込み】直接または電話で緑図書館へ 

【内容】 点字の書き方や読み方を知るワークショップです。 
夏のこうさく会『スライム
を作ろう』 

8月17日（土） 午後1時30分から4時まで 

【場所】3階学習室 

【対象】幼児(5歳以上)から小学生(未就学児は保護者同伴) 

【定員】先着100名（当日午後１時から整理券配布） 

【参加費】無料 

【内容】スライム作り・関連本展示 

【立花図書館】 
催し物 日 程 

調べる学習てつだい隊 
 

8月22日（木）から24日（土） 各日午後1時から1時30分まで 

【参加費】無料 

【対象】小学生 【定員】先着順 

【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。 

kumori のおねえさんとし
おりをつくろう！ 

9月7日（土） 午後2時から3時30分まで 

【場所】えほんのひろば 

【対象】幼児から（未就学児は保護者同伴）  【定員】15名 

【参加費】無料 

【申込み】８月５日（月）から直接または電話で立花図書館へ 

【内容】 kumoriデザイナーの渡辺ゆきのさんと折り紙でしおりを作

ります。 

立花トークサロン第５回 

『見えそうで見えない 

ガラスのむこう側』 

9月 25日（水） 午後 6時 30分から 7時 30分まで 

【参加費】無料 【定員】先着 20 名 

【申込み】9 月 1 日（日）午前 9 時から直接または電話で立花図書館

へ 

【内容】明治32年創業の「廣田硝子」四代目社長 廣田達朗氏をお招

きし、江戸硝子や江戸切子とすみだにまつわるお話をうかがいます。 

【東駒形コミュニティ会館図書室】 
催し物 日 程 

図書室クイズ 8月 1日（木）から 31日（土）までの毎日 

【場所】1階カウンターで受付、クイズは、カウンター前に掲示。 

【内容】毎日出されるクイズに５問正解したら、ガチャガチャでプレ

ゼントと交換します。期間中、一日一回、毎日参加できます。 

≪夏休み宿題応援講座≫ 

読書感想文おたすけ講座 
～読むのも書くのも楽しい
よ♪～ 

8月 3日（土） 午後 1時 30分から 3時まで 

【場所】１階地域集会所【対象】小学４から６年生 

【定員】１５名（保護者同伴可）【持ち物】筆記用具 

【参加費】無料 

【申込み】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図

書室へ 

【内容】読書感想文の宿題に悩む児童向けに、書き方のヒントをアド

バイスするおたすけ講座です。 

おはなしのもりスペシャル 

『ひらく絵』 
 

8月 7日（水） 午後 2時 30分から 3時 30分まで 

【場所】２階絵本コーナー【対象】小学生以上【定員】１５名 

【参加費】無料【申込み】当日直接会場へ（先着順） 

【内容】読み聞かせのあと、オリジナルの工作会を行います。 

https://www.kazarisen-illust.com/line/556
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～前ページの続き～ 

催し物 日 程 

３Dプリンタ教室（全2回） 

～３Ｄプリンタを使って、

自分だけのオリジナルスト

ラップを作ろう！～ 
 

8月 21日（水）・28日（水） 午後 3時から 5時まで 

【場所】21日は 4 階図工室・28 日は集合後、浜野製作所へ移動 

【対象】2回のコースに参加できる小学 3年生から中学生 

【定員】10名 

【参加費】材料費 2000 円＋交通費 小学生 300 円 中学生 600

円※パソコン持参（MacOS10 以降・Windows7 以降もしくはそ

の他のモダンブラウザ） 

【申込み】費用を添えて直接１階図書室カウンターへ 

【内容】1回目は、3Ｄプリンタ用ソフトを使ってストラップのデータ

を作ります。２回目は、そのデータを浜野製作所で実際にプリント

します。 

大人のためのおはなし会 

『小泉八雲 怪談』 
 

8月 23日（金） 開場午後 7時 開演 7時 10分 

【場所】１階地域集会所【定員】３０名【対象】中学生から 

【参加費】無料 【申込み】図書室カウンターまたは電話で東駒形コ

ミュニティ会館図書室へ 

【内容】暑い暑い夏を忘れる、ひんやり涼しくなるお話は如何でしょ

う？美しい日本語で語られる、心を震わせるものがたりを、音響や

照明とともにゆるりとお楽しみ下さい。 

みんなでシネマ 
～座布団に座ってみる映画
館～ 

8月 25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 【申込み】当日直接会場へ 

【内容】上映作品「10日間で男を上手にフル方法」。10 日間で別れ

る仕事を命じられたアンディと 10 日間で女性の心をつかむ約束を

したベンとの出会い。2003 年全米No.1 ヒットを記録した作品で

す。 

【横川コミュニティ会館図書室】 
催し物 日 程 

夏休みスタンプラリー

2019 

 

 

8月 31日（土）まで 

【対象】小学生以上 【申込み】当日直接カウンターまで 

【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） 

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 

【場所】3階学童クラブ室 【対象】幼児・小学生とその保護者 

【定員】先着 50 名 【参加費】無料 

【内容】ことしもこわ～いおはなしでみんなで涼しくなろう！ 

※午後１時 30 分から午後４時 30 分は、当館夏の恒例「おばけ屋敷」

があります。（受付は午後４時まで） 

 

■８月の特集コーナー  ※８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 あの日 

 
ティーンズサービス 妖怪ワールドに出かけよう！ 

 
児童書 こわ～い？？おはなし 

 
プロジェクトコーナー 

「すみだストリートジャズフェスティバル」写真展 

＜８月 30 日（金）まで＞ 

緑図書館 一般書 ニッポン再発見 

 
ティーンズサービス ○○のキャラクター・擬人化 

 
児童書 調べ学習テーマ探し 

 
絵 本 なつ 
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施設名 場所 テーマ 

立花図書館 
一般書 

おしゃれ！ 

 

旅に出る 

ティーンズサービス 実は〇〇 

児童書 なつのしゅくだい 

 
絵 本 きいろ 

八広図書館 一般書 夏こそ！夏だから！夏したい！ 

 
おすすめ 肝試し本～あなたは恐怖に耐えられるか…？～ 

 

 

ティーンズサービス 名言集 

児童書 そら 

東駒形コミュニティ 
一般書 

東京でおもてなし 2019 

会館図書室 旅本 TABIBON 

 ティーンズサービス 文月・葉月 

 おはなしのもり 
（6 日まで）こわいはなし 

（7 日から）ことばであそぼ！ 

 
おはなしれっしゃ 

（19 日まで）“なつ”のえほん 

（20 日から）のりものあつまれ！！ 

梅若橋コミュニティ 
一般書 

いろんな図鑑 

会館図書室 雑誌特集 

 
児童書 夏休み宿題応援 

横川コミュニティ 
一般書 

平和への祈り（15 日まで） 

会館図書室 ミュージアム（16 日から） 

 児童書 
うごくからだ かんじるからだ（15 日まで） 

 
しゅくだい、おうえんします！（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 
８月６日（火）・20 日（火）・９月３日（火） 
各日午前 11 時から 

子ども図書館員による

おはなし会 
8 月 22 日（木）午前 11 時から 

おひざでえほん 
８月 27 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 
８月１日（木）・９月５日（木） 
各日午前 10 時 30 分から 

えほんをよもう ８月 10 日（土）午後 3 時から 

おはなしのへや ８月 21 日（水）午後 3 時から 

えいごでえほん ８月 28 日（水）午前 10 時 30 分から 

おはなしよんで ８月 31 日（土）午後３時から 

立花図書館 
おはなし会 

8 月 3 日（土）・10 日（土）・17 日（土）・ 

24 日（土）・31 日（土） 
各日午後 2 時から 

赤ちゃんおはなし会 
8 月 21 日（水）午前 11 時から・午後 1 時 30
分から 

 

 

 

 



６ 

～前ページの続き～ 

会場 催し名 日程 

八広図書館 

おはなしのじかん 
8 月 3 日（土）・10 日（土）・17 日（土）・ 

31 日（土）・9 月 7 日（土） 
各日午前 11 時から 

おひざでえほん 8 月 9 日（金）午前 11 時から 

ぷちおはなし会 8 月 21 日（水）午後 3 時 30 分から 

おはなしひろば 8 月 24 日（土）午前 11 時から 

東駒形コミュニティ

会館図書室 

えいごでおはなし会 8 月 14 日（水）午後 3 時から 

おはなしれっしゃ 8 月 20 日（火）午前 10 時 30 分から 

おはなしのもり 9 月 4 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 
8 月 3 日（土）・10 日（土）・17 日（土）・ 

24 日（土）・9 月 7 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 
8 月はお休みです。 

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） 
８月１日（木）・９月５日（木） 
各日午前１１時 40 分から 

おはなしのじかん 
８月２日（金）・９日（金）・16 日（金）・ 
23 日（金）・30 日（金）・９月 6 日（金） 
各日午後３時 45 分から 

 

■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) 

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/
TEL:03-3612-6048

