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障 害 者 週 間 特 集 展 示
～すべての人に読書のよろこびを！～
毎年１２月３日から９日までは、「障害者週間」です。
この障害者週間は、障害者基本法により国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を
深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に積極的に参加する
意欲を高めることを目的として、定められました。
障害者週間にちなみ図書館では、活字による読書が困難な方のために、読書のよろこびを知
っていただきたく、障害者週間特集展示を開催します。
展示会場：ひきふね図書館

展示期間：12 月 1 日（水）～２８日（火）

〔障害者向け資料の紹介〕
学習障害（LD）
・読字障害（ディスレクシア）などにより本を読む
ことが苦手な方や、通常の読書に困難を感じる方へ、
「マルチメディア
デイジー」を貸し出しています。
「マルチメディアデイジー」とは、音声といっしょに、文字や画像が
表示される電子図書です。ひきふね図書館では 400 点以上の「マルチ
メディアデイジー」を所蔵しております。利用を希望される方は、カウ
ンターまでご相談ください。

デイジー図書再生機
（プレクストーク）

施設への団体貸出
も行っています。

◆大活字本・拡大写本…文字を拡大した本
◆点字資料…点字で打たれた資料
◆録音図書(デイジー図書)…耳で読む本
◆マルチメディアデイジー図書…目と耳で読む本

「りんごの棚」
児童発達支援・放課後等デイサービス団体貸出セット

◆ＬＬブック…やさしく読める本
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■各館の催し
【緑図書館】
催し物
企画展示『読書週間おすす
めセット』

企画展示『大好きな本でつ
ながろう！』

企画展示
『BPM Reading！』

【八広図書館】
催し物
《秋の読書週間企画》
『おたのしみブック』

《秋の読書週間企画》
『図書館なぞ解きイベント
～ひゃっか王からの挑戦状
～』

日

程

10 月 27 日（水）から 11 月 9 日（火）まで
【場所】1 階展示コーナー
【対象】どなたでも
【内容】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
セットもご用意できます。
10 月 22 日（金）から 11 月 9 日（火）まで
【場所】1 階展示コーナー
【対象】小・中・高校生
【内容】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・
貸出します。
10 月 22 日（金）から 11 月 17 日（水）まで
【場所】1 階展示コーナー
【対象】どなたでも
【内容】1 分間に何拍あるかを示す「BPM」を通し、読書中や読後
の読み手の心拍数で選んだ本を展示します。

日

程

10 月 27 日（水）から ※限定 30 セット無くなり次第終了
【場所】八広図書館 カウンター付近
【対象】幼児から小学生
【内容】年齢別のおすすめ児童書 3 冊が入った福袋を貸出します。
10 月 27 日（水）から ※先着 100 名
【場所】八広図書館 児童書コーナー
【対象】小学生
【内容】本を使ったなぞ解き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。

《秋の読書週間企画》
『スタッフおすすめブック
リスト～クローバー
Vol.10』

10 月 27 日(水)から 11 月 9 日(火)まで
【場所】八広図書館 児童書コーナー
【対象】幼児から小学生とその保護者
【内容】スタッフ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。

展示『書評合戦・ビブリオ
バトル』

11 月 1 日（月）から 11 月 30 日（火）まで
【場所】八広図書館 おすすめコーナー
【内容】過去にビブリオバトル全国大会で紹介された本を紹介しま
す。また、バトルの概要やルールを分かりやすく掲示しています。

【東駒形コミュニティ会館図書室】
催し物
日 程
10月27日（水）から11月28日（日）まで
とんこま読書マラソン
【場所】１階図書室カウンター【対象】どなたでも
【内容】本を借りて、スタンプを集めましょう。貸出した本のかず
分、スタンプを押します。
（ＣＤ、ＤＶＤは除きます）大人は１０
冊、こどもは 15 冊のスタンプを集めたら、景品をプレゼント！チ
ャレンジしてみてくださいね。
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【前ページのつづき】
催し物

日

程

とんこまどくしょおうえんたい 10月27日（水）から11月9日（火）まで
【場所】１階図書室カウンター【対象】小学生
読書週間スペシャル
【内容】図書館の本にまつわるクイズに答えて、正解すると本の探
本の探偵 中級編
偵認定書がもらえます！春に開催した初級編もありますので、ぜひ
挑戦してみてくださいね！

【梅若橋コミュニティ会館図書室】
催し物
日 程
11月10日（水）から11月30日（火）まで
スタッフのおすすめ本展示
【場所】図書室内ミニ展示コーナー
アンコール
【内容】11 月 9 日(火)までの展示に、おすすめの本を追加し紹介
し、貸出しします。

【横川コミュニティ会館図書室】
催し物
日 程
10月27日（水）から11月16日（火）まで
かしだし de ビンゴ 2021

おしえて！あなたのおすす
め本 2021

【場所】2階図書室カウンター【対象】どなたでも
【内容】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！
11 月 25 日（木）から 12 月 20 日（月）まで
【場所】2 階図書室カウンター【対象】どなたでも
【内容】おすすめの本の紹介をカードに記入してカウンター横の応
募箱に入れてください。壁面に貼り出します。
来年にはカードと本を並べて一部展示する予定です。

■11 月の特集コーナー ※11 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

テーマ

一般書

読書週間特集展示「図書館員が選ぶおすすめの本」

ティーンズサービス

地球と人類の旅

児童書

大人も子どももいっしょに絵本！

児童書（ミニ） おちばとおいも（5 日まで） ART なえほん（6 日から 17
日まで） ふゆじたく（19 日から）
プロジェクトコーナー

すみだゆかりの展示『墨田区の遺跡 2021』（4 日まで）
ＰＯＰコンテスト作品展示（19 日から）

緑図書館

3 階展示コーナー

児童虐待防止推進月間

一般書

読書週間 おすすめセット（9 日まで）
本のことがわかる本（10 日から）

ティーンズサービス

秋の芸術祭

児童書

寺村輝夫さんのものがたり

絵

どうぶつ

本

３

【前ページのつづき】
施設名
立花図書館

場所

テーマ

一般書①

フルーツパラダイス

一般書②

異国情緒

ティーンズサービス

ショ－ト・ショート

児童書

新感覚

絵

のりもの

本

一般書

色々な秋、楽しみませんか？

おすすめ

読むなら今でしょ？！韓流、華流小説！

ティーンズサービス

文学散歩

児童書

おべんとうをもってピクニック♪

東駒形コミュニティ

催事特集

冬支度をはじめよう

会館図書室

一般書

オトナのための物語

ティーンズサービス

Ｎｏｒｄｉｃ 北欧のくらし

おはなしのもり

芸術にふれよう

おはなしれっしゃ

赤ちゃんのための どくしょしゅうかん

梅若橋コミュニティ

一般書

旅

会館図書室

児童書

こわ～～いほん

横川コミュニティ

一般書

小説×音楽（15 日まで）

八広図書館

歳を重ねるヒント（16 日から）

会館図書室
児童書

身のまわりのふしぎ（15 日まで）
ほんわか ぽかぽか あったか～い（16 日から）

■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
■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
■図書館ホームページ
(https://www.library.sumida.tokyo.jp)
■図書館電話案内サービス
℡:03-3612-6048
４

■所在地・電話番号
ひきふね図書館
京島 1-36-5 ℡5655-2350
緑図書館
緑 2-24-5 ℡3631-4621
立花図書館
立花 6-8-1-101 ℡3618-2620
八広図書館
八広 5-10-1-104 ℡3616-0846
東駒形コミュニティ会館図書室
東駒形 4-14-1 ℡3623-1141
梅若橋コミュニティ会館図書室
堤通 2-9-1 ℡3616-1101
横川コミュニティ会館図書室
横川 5-9-1 ℡5608-4500
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

