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秋です！『読書週間』の季節です！
10 月 27 日から 11 月 9 日までの、文化の日を
中心とした 2 週間は「読書週間」です。
「読書週間」は、読書の楽しさを伝え、すべての
世代の方々に本に親しむきっかけをつくっていただ
きたいという考えに基づいた読書推進運動です。
期間中、墨田区立図書館でも、より多くの方々に
読書を楽しんでいただけるよう、各館で様々な展示
などを実施します。外出しにくいこの時期、本との
出合いや読書の素晴しさをぜひ感じてみてください。

当日
受付

■「読書週間」今年の標語

『最後の頁を閉じた 違う私がいた』
〈標語の作者のことば〉

没頭できる本に出会うと、読み終えてもすぐに現
世に戻れません。しばらく宙に浮いたような感覚の
あと我に返っても、読む前とは確実になにかが変
わっています。そんな出会いをいつも楽しみにして
います。
（公益社団法人 読書推進運動協議会ＨＰより）

＊＊＊読書週間 ひきふね図書館特集展示＊＊＊

図書館員が選ぶおすすめの本
読書週間の標語にちなんだおすすめの本をご紹介します。
＜期間＞10 月 22 日（金）から 12 月 15 日（水）まで
＜場所＞ひきふね図書館 ３階 一般書特集コーナー

＊リサイクル本の提供＊
「読書週間」期間中は、
各館でリサイクルコーナ
ーの本を、通常よりも多
く提供していきます。

各館の催し・展示のお知らせは次のページヘ
１

読書週間各図書館・コミュニティ会館図書室の催し・展示

緑図書館
「読書週間おすすめセット」

緑図書館

１０月２7 日(水)から１１月９日(火)まで
図書館員がおすすめする図書を 3 冊 1
セットにまとめ、展示・貸出します。児
童向けの本が入ったセットなど親子で
楽しめるセットもご用意します。

「だいすきな本でつながろう！」
１０月 22 日(木)から１１月 9 日(火)まで
利用者の皆さん・図書館員がおすす
めする図書を 1 冊ごとに袋に入れ、
おすすめポイントを書いたカードと
合わせて、展示・貸出をします。

【場所】１階展示コーナー
【対象】どなたでも

緑図書館

【場所】1 階展示コーナー
【対象】小・中・高校生

「フウガドールの選手
がおすすめ！」

立花図書館

１０月 27 日(水)から なくなり次第終了

「秋のひもくじ運試し」

「フウガドールすみだ」との連携企画で
す。選手のおすすめ本をブックリストに
して配布、展示します。

１０月２7 日(水)から１１月９日(火)まで
対象の本を借りると、ひもくじに挑
戦できます。ひもくじについている
クイズに正解すると、プレゼントが
もらえます。

【場所】１階 TS コーナー

立花図書館

【場所】立花図書館入口
【対象】幼児から小学生まで

「あの人も、
『すみだゆかり』さん」

立花図書館

１０月２7 日(水)から１１月９日(火)まで
図書館員おすすめの「すみだゆかり
の人物」作品を POP で紹介します。

「たっちーをさがせ！」
１０月２7 日(水)から１１月９日(火)まで

【場所】立花図書館入口

館内のどこかにいるたっちーを探し
だし、正解すると、ひもくじに一回挑
戦できます。

立花図書館
「古典文学の楽しさ再発見！」

【場所】立花図書館内
【対象】幼児から小学生まで

１０月２7 日(水)から１１月９日(火)まで
堅苦しくない、難しくない、楽しく
読める古典文学作品を紹介します。
【場所】一般文学コーナー
TS コーナー
２

八広図書館
八広図書館

「おたのしみブック」
１０月２７日（月）から１１月９日（火）まで

ブックリスト
「クローバーVol.１０」

おすすめの児童本数冊が入ったお
楽しみ袋を貸し出します。借りた方
にはプレゼントをお渡しします。

１０月２７日（水）から１１月９日(火)まで
図書館員おすすめの本を紹介した
ブックリストを配布します。紹介本
は児童コーナーで展示します。

【場所】児童コーナー
【対象】幼児から小学生まで

【場所】児童コーナー
【対象】幼児から小学生まで

八広図書館
「クイズにちょうせん！」

梅若橋コミュニティ会館図書室

１０月２７日（水）から なくなり次第終了
本を使ったクイズに挑戦できます。
正解するとプレゼントがもらえます。

「スタッフのおすすめ本展示」

【場所】児童コーナー
【対象】小学生

１０月２７日(水)から１１月９日(火)まで
図書室スタッフのおすすめの本を
紹介・貸出します。

東駒形コミュニティ会館図書室

【場所】図書室内ミニ展示コーナー

「とんこま読書マラソン」
１０月２７日(水)から１１月９日(火)まで

横川コミュニティ会館図書室

貸出冊数に応じて、スタンプカードに
スタンプがもらえます。ゴールできた
方へプレゼントをお渡しします。

「かしだし ｄｅ ビンゴ 2021」
１０月２７日(水)から１１月１６日(火)まで

【場所】図書室カウンター
【対象】どなたでも

ビンゴカードをお配りし、貸出ごとに
その日の番号をお伝えします。番号が
そろうとプレゼントがもらえます。た
くさん本を借りてプレゼントを GET
しましょう！

横川コミュニティ会館図書室
「2021 年話題の人」

【場所】図書室カウンター
【対象】どなたでも

１０月２２日(金)から１１月１７日(水)まで
今年話題になった人や生後または没後で
区切りの年になっている人の本を展示し
ます。
【場所】図書室内特集コーナー

３

■10 月の特集コーナー ※10 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
ひきふね図書館

場所
一般書
ティーンズサービス

すみだゆかりの女性たち
「どうして起きるの？ネットのトラブル」

児童書

おいしいね
ハロウィーンとおばけのほん（20 日まで）
どんどん どんぐり（22 日から 11 月 5 日まで）
認知症特集（20 日まで）
お悩み図書館
日本人の言葉
図書館へようこそ
あき
フルーツパラダイス
山が呼んでいる
密
楽しい美術
かぼちゃ
色々な秋、楽しみませんか？
読むなら今でしょ？！韓流、華流小説！
アニメーション

児童書（ミニ）
緑図書館

立花図書館

八広図書館

テーマ

プロジェクトコーナー
一般書
ティーンズサービス
児童書
絵 本
一般書①
一般書②
ティーンズサービス
児童書
絵 本
一般書
おすすめ
ティーンズサービス
児童書
催事特集
一般書
ティーンズサービス
おはなしのもり
おはなしれっしゃ
一般書
児童書

ふしぎなふしぎな
ミステリー記念日
東駒形コ ミ ュ ニ テ ィ
鉄道で日本一周
会館図書室
食欲の秋「美味しいご飯ありますよ！」
秋って おいしい！
きのみであそぼう
星空
梅若橋コ ミ ュ ニ テ ィ
会館図書室
おどる
知りたい！教えたい！雑学の世界（15
日まで）
横川コ ミ ュ ニ テ ィ
一般書
おいしい季節がやってきた（16 日から）
会館図書室
きのみにきのこ やまのめぐみ（15 日まで）
児童書
ほんがすき としょしつがすき（16 日から）
■休館日
■所在地・電話番号
館内整理日（毎月第３木曜日 ＊祝日にあたる場合は翌日）
、
ひきふね図書館
年末年始、特別整理期間
京島 1-36-5 ℡5655-2350
■開館時間
緑図書館
ひきふね図書館
緑 2-24-5 ℡3631-4621
月から土曜日
午前 9 時から午後 9 時まで
立花図書館
※こどもとしょしつは午後６時ま
立花 6-8-1-101 ℡3618-2620
で
八広図書館
日曜日・祝日
午前９時から午後５時まで
八広 5-10-1-104 ℡3616-0846
緑・立花・八広図書館、東駒形・梅若橋・横川
東駒形コミュニティ会館図書室
コミュニティ会館図書室、すみだ女性セ ン タ ー情報資料
東駒形 4-14-1 ℡3623-1141
コーナー
梅若橋コミュニティ会館図書室
月から土曜日
午前９時から午後 8 時まで
堤通 2-9-1 ℡3616-1101
日曜日・祝日
午前９時から午後５時まで
横川コミュニティ会館図書室
■図書館ホームページ
横川 5-9-1 ℡5608-4500
(https://www.library.sumida.tokyo.jp)
すみだ女性センター情報資料コーナー
■図書館電話案内サービス
押上 2-12-7-111 ℡5608-1771
℡:03-3612-6048

４

