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図書貸出ランキング  ※2019年 1 月 1日から 12 月 31日までの貸出回数を集計しています。 

順位 タイトル 著者名 出版社 出版年月 貸出件数 

1 
あかちゃんはーい(まねっこえほん
ボードブック版 2)  

いしかわこうじ／

作・絵 
ポプラ社 2012 年 2 月 375 

2 だるまさんが  
かがくいひろし／ 

さく 

ブロンズ新

社 
2008 年 1 月 332 

3 
嫌われる勇気(自己啓発の源流 
「アドラー」の教え)  

岸見一郎／著 古

賀史健／著 

ダイヤモン

ド社 
2013 年 12 月 286 

4 九十歳。何がめでたい  佐藤愛子／著 小学館 2016 年 8 月 285 

5 コンビニ人間  村田沙耶香／著 文藝春秋 2016 年 7 月 272 

6 
コーヒーが冷めないうちに 
([「コーヒーが冷めないうちに」 
シリーズ] [1])  

川口俊和／著 
サンマーク

出版 
2015 年 12 月 271 

7 
だるまさんの(かがくいひろしのフ
ァーストブック)  

かがくいひろし／ 

さく 

ブロンズ新

社 
2008 年 8 月 268 

8 おべんとうバス  
真珠まりこ／作・

絵 

ひさかたチ

ャイルド 
2006 年 1 月 247 

9 はらぺこあおむし 改訂新版  
エリック=カール

／さく もりひさ

し／やく 

偕成社 1989 年 246 

10 
だるまさんと(かがくいひろしのフ
ァーストブック 3)  

かがくいひろし／ 

さく 

ブロンズ新

社 
2009 年 1 月 245 

墨田区立図書館ホームページからは、年間の貸出、予約ベストを見ることができます。人気の

ある資料は予約が入ることもございます。在庫有りの場合には逃さずにそのまま『予約かご』へ

入れることができ、後で検討したい場合には『★お気に入り』に登録することができます。 

ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。 
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図書予約ランキング  ※1月 25 日現在の予約件数です。 

順位 タイトル 著者名 出版社 出版年月 予約件数 

1 そして、バトンは渡された  瀬尾まいこ／
著 文藝春秋 2018 年 2 月 418 

2 希望の糸  東野圭吾／著 講談社 2019 年 7 月 386 

3 沈黙のパレード([ガリレオ] 
[9])  東野圭吾／著 文藝春秋 2018 年 

10 月 276 

4 かがみの孤城  辻村深月／著 ポプラ社 2017 年 5 月 267 

5 大家さんと僕  矢部太郎／著 新潮社 2017 年 
10 月 264 

6 落日  湊かなえ／著 角川春樹
事務所 2019 年 9 月 263 

7 
FACTFULNESS－10 の思い込
みを乗り越え、データを基に世
界を正しく見る習慣－  

ハンス・ロスリング／

著 オーラ・ロスリン

グ／著 アンナ・ロス

リング・ロンランド／

著 上杉周作／訳 

関美和／訳 

日経 BP
社 2019 年 1 月 242 

8 メモの魔力(NEWSPICKS 
BOOK)  前田裕二／著 幻冬舎 2018 年 

12 月 231 

9 
1 日 1 ページ、読むだけで身に
つく世界の教養 365  

デイヴィッド・S.キダ

ー／著 ノア・D.オッ

ペンハイム／著 小

林朋則／訳 

文響社 2018 年 5 月 220 

10 昨日がなければ明日もない 
([杉村三郎シリーズ])  

宮部みゆき／
著 文藝春秋 2018 年 

11 月 206 

 予約の多い資料でも、区内での所蔵が多い資料は順番がくるのが早い場合もあります。 

 

 

 

・『本や資料を探す』『蔵書検索・予約』『固定項目』から「文学賞」による 

検索ができるようになりました。 

（例）大衆文学・直木賞／推理小説・日本推理作家協会賞など 

・検索画面から「関連キーワード検索」ができるようになりました。 

・「関連資料」が表示されるようになりました。 

※資料詳細を開くと、右側に検索をした資料と関連した資料が表示されます。 

・『本や資料を探す』から「類語検索」ができるようになりました。 

・「話題の本」に関する検索ができるようになりました。 

※話題の本とは、新聞や雑誌の書評で 30 日以内に紹介された本です。 

 

https://4.bp.blogspot.com/-b7y2k5-3YPY/UPzH8PJ65gI/AAAAAAAAKz8/-c9-RIs0iPg/s1600/books.png
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【話題の本】一覧  ※新聞や雑誌の書評で 30 日以内に紹介された本です。 

順位 タイトル 著者名 出版社 出版年月 

1 I の悲劇  米澤穂信／著 文藝春秋 2019 年 9 月 

2 
明智光秀の生涯 
(歴史文化ライブラリー 490)  

諏訪勝則／著 吉川弘文館 2019 年 12 月 

3 
朝 10 分でできるスープ弁当－あった
かいからおいしい!具だくさんスープ
レシピ 60－  

有賀薫／著 
マガジン 
ハウス 

2019 年 10 月 

4 
明日をさがす旅－故郷を追われた子ど
もたち－  

アラン・グラッ
ツ／作 さくま
ゆみこ／訳 

福音館書店 2019 年 11 月 

5 あたしたち、海へ  井上荒野／著 新潮社 2019 年 11 月 

6 
あの日を刻むマイク－ラジオと歩んだ
九十年－  

武井照子／著 集英社 2020 年 1 月 

7 
阿倍仲麻呂 
(人物叢書 新装版 通巻 298)  

森公章／著 吉川弘文館 2019 年 12 月 

8 
新たなマイノリティの誕生－声を奪わ
れた白人労働者たち－  

ジャスティン・ゲ
スト／著  
吉田徹／訳  
西山隆行／訳 
石神圭子／訳 
河村真実／訳 

弘文堂 2019 年 6 月 

9 
アリババ－世界最強のスマートビジネ
ス－  

ミン・ゾン／著  
土方奈美／訳 

文藝春秋 2019 年 10 月 

10 
アルジェリア、シャラ通りの小さな書
店  

カウテル・アデ
ィミ／著  
平田紀之／訳 

作品社 2019 年 11 月 

11 ある「BC 級戦犯」の手記  
冬至堅太郎／著 
山折哲雄／編 

中央公論新
社 

2019 年 7 月  

12 
アントフィナンシャル－1 匹のアリが
つくる新金融エコシステム－  

廉薇／[著]  
辺慧／[著] 
蘇向輝／[著] 
曹鵬程／[著] 
永井麻生子／訳 

みすず書房 2019 年 1 月  

13 暗約領域(新宿鮫 11)  大沢在昌／著 光文社 2019 年 11 月  

14 生き物の死にざま  稲垣栄洋／著 草思社 2019 年 7 月  

15 医者が考案した「ラクやせみそ汁」  小林弘幸／著 アスコム 2019 年 12 月  

 

墨田区立図書館についての利用者アンケートにご協力ください！ 

墨田区立図書館では、ご利用の皆様の視点から、施設に対する評価等を直接お聞きし、 

今後のサービス向上に活かすため、アンケートを実施しております。 

なお、インターネットからも、アンケートにお答えいただくこともできますので、 

ぜひご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

【期間】2月 19日（水）まで 

【場所】ひきふね、緑、立花、八広の図書館４館 

※インターネットからの回答について、詳しくは、 

「墨田区立図書館 Web サイト」をご覧ください。 

※右の QR コードからも回答ページへアクセスできます。 スマートフォン用ＱＲコード 

https://www.library.sumida.tokyo.jp/index
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■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

【パートナーズ企画】 

みんなでボードゲームを作

ろう！遊ぼう！ 

『クイズ問題作りで“調べ

る”を体験』 

2月 9日（日） 午後 1時 30分から 3時 30分まで 

【場所】こどもとしょしつはだしのコーナー 【参加費】無料 

【対象】小学生以上 【定員】先着 20 人 

【申込方法】カウンター、電話または図書館ホームページにて 
【内容】オリジナルボードゲーム「すみとりー」を活用し、調べ 
学習に必要な「問い」を作る力をワークショップ形式で学びま
す。 

すみだ英語たどくらぶ 2月 16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  

【申込方法】不要（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】 

人生・生きがい、青春、恋

愛・結婚、社会・歴史を考

える読書会 

2月 23日（日・祝） 午後 2時から 4時 30分まで 

【場所】5 階会議室 【参加費】無料 【定員】先着 20 名 

【申込方法】カウンター、電話または図書館ホームページにて 

【テキスト・課題本】『ドナルド・キーン自伝』ドナルド・キー

ン/著、角地幸男/翻訳（中公文庫） 

【持ち物】課題本（あればお持ちください） 
【内容】私の人生は信じられないほどの幸運に満ちていた――。 
日本文化を世界に紹介して半世紀。2019 年 2 月、96 歳で逝 
去の偉大な日本文学研究者が遺した決定版自叙伝。この本につ 
いて、じっくり語り合います。 

第 195 回すみだ文化講座 
『スカイツリーから見渡す
江戸の街』 
 

2月 29日（土） 午後 2時から 4時まで 

【場所】5 階会議室 【定員】先着 50 人 【参加費】無料  
【申込方法】カウンター、電話、FAX または図書館ホームペー
ジにて 
※手話通訳を希望する場合、2 月 19 日（水）までに申込先へ 

【内容】デジタルアーカイブデータ「江戸一目図屏風」を使用し、
江戸時代当時の風俗や地理情報など墨田区を中心に、解説いた
だきます。講師：五味和之氏(元すみだ北斎美術館学芸員) ほか  

【パートナーズ企画】 

『ハープコンサート』 

 

    ♪ 

  ♪ 

    ♪ 

3月 1日（日） 午後 2時から 3時まで 

（開場は午後 1時 20分、50分までに入場） 

【場所】5 階会議室 【参加費】無料 

【対象】小学生以上（小学 2 年までは保護者同伴） 

【定員】先着 50 人  

【申込方法】カウンターまたは電話にて 

【持ち物】墨田区立図書館・図書室共通利用カード（かしだし券） 
【内容】墨田区出身のハープ奏者吉田みちこ氏による演奏とトー
ク、グランドハープの美しい音色は心も身体も癒してくれま
す。クラシックからポップスまで、ご家族でお楽しみください。 

【パートナーズ企画】 

大人のための工作会 

『絵本の絵に貼り絵をつけ

た、誰でも楽しめる絵本を

作ろう』 

3月 6日（金） 午前 10時から正午まで 

【場所】2 階プロジェクトコーナー 【参加費】無料 

【対象】高校生以上 【定員】先着 15 名 

【申込方法】カウンター、電話または図書館ホームページにて 
【内容】絵本に布や紙などを貼りつけて、布の絵本とちょっと違
う、さわっても楽しめる絵本を作ります。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475938877/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxNzkucG5n/RS=%5eADByJEUbH4PlgnOpF4DHFSOUvh0i5g-;_ylt=A2Rivce9uPdX5AgA3l.U3uV7
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催し物 日  程 

【パートナーズ企画】 

漫画家「こげどんぼ*」先生

がやってくる！ 

『あなたも、オリジナルの

キャラクターを描いてみよ

う』 

3月 15日（日） 午後 2時から 3時 30分まで 

【場所】5 階会議室 【参加費】無料 

【対象】小学 4 年生以上 【定員】先着 15 人 

【申込方法】カウンター、電話または図書館ホームページにて 

【内容】『デジキャラット』『ぴたテン』『かみちゃまかりん』の

漫画家「こげどんぼ*」先生のプチ講演会。自分のオリジナル

キャラクターを描くワークショップも開催します。 

【パートナーズ企画】 

まきまき工作会 6 

点字用紙を活用した『ハニ

カムフルーツのかべかけ作

り』 

  

3月 21日（土） 午後 1時 30分から 3時 30分まで 

【場所】こどもとしょしつ多目的室 【参加費】無料 

【対象】小学生以上 【定員】先着 10 人 

【申込方法】カウンター、電話または図書館ホームページにて 

【内容】今回のまきまき工作は、色画用紙も使ってリンゴ型のカ

ラフルな壁掛けを作ります。（はさみを使える方を対象とさせ

ていただきます。）楽しい工作タイムをご一緒に！ 

【緑図書館】  

催し物 日 程 

『東京大空襲とすみだ』 

１７名の体験者が語る記録

映像上映会 

3月 1日（日） 午後 2時から 4時まで 

【場所】３階学習室 【参加費】無料 【対象】どなたでも  

【申込方法】カウンター、電話または図書館ホームページにて 

【内容】東京大空襲の体験者が証言している記録映画です。 

【立花図書館】 

催し物 日 程 

すみほり隊と一緒に！ 

『ボードゲームですみだを

知ろう』 

 

2月 15日（土） 午後 2時 30分から 4時まで 

【場所】えほんのひろば 【参加費】無料 

【対象】どなたでも 【申込方法】不要（当日直接会場へ） 

【内容】オリジナルボードゲーム「すみとりー」で遊びながらす

みだについて学びます。（協力：すみだすみずみほりおこし隊） 

キミ も 1 日図書館員！ 3月 21日（土） 午後 1時から 3時まで 

【場所】立花図書館 【参加費】無料 【定員】先着 6 人 
【対象】小学生 【持ち物】エプロン 
【申込方法】カウンターまたは電話にて 
【募集開始】2 月 21 日(金)午前 9 時から 
【内容】子どもたちが実際に図書館員の仕事を体験することがで
きます。 

【八広図書館】 

催し物 日 程 

大人の工作会☆第 14 弾 

『手作りハンドクリームと

リサイクルブックカバー』 

2月 8日（土） 午後 2時から 

【場所】多目的ルーム〈ホール〉【参加費】無料 

【対象】中学生以上【定員】先着 10 人 

【申込方法】カウンターにて 【内容】蜜蝋を使ったハンドクリ

ームと、紙袋を再利用したブックカバーを作ります。 

バリアフリー映画会 

『明日への遺言』 
3月 28日(土) 午後 2時から 4時まで  

【場所】多目的ルーム〈ホール〉  

【定員】先着 50 名【参加費】無料  

【申込方法】カウンター、電話、FAX または図書館ホームペー

ジにて 【募集開始】2 月 21 日（金）午前９時から 

【内容】「明日への遺言」（出演：藤田まことほか）のバリアフリ

ー版の上映会です。日本語字幕・音声ガイドが付いているので、

見ること・聞くことが不便な方でもお楽しみいただけます。 

https://1.bp.blogspot.com/-EmeI4mowF5Y/UgsvO42YB3I/AAAAAAAAXSo/5RRACkinuFY/s800/tosyokan_woman.png
https://3.bp.blogspot.com/-tlc-YYadNHs/Wq9-h0G52CI/AAAAAAABK9Y/v92Ks7VWW3M39c0MIkxpnSr9tFMyKbh8QCLcBGAs/s800/kid_job_boy_hoikushi_syufu.png
https://2.bp.blogspot.com/-PONUBOCtMvs/Wq9-oW4He7I/AAAAAAABK-I/lvGOPAO3AOgp9VRBvcaDvhFrAgxBvwCHwCLcBGAs/s800/kid_job_girl_hoikushi_syufu.png
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【東駒形コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

恒例！とんこま古本市 2月 8日（土）・9日（日） 午前 10時から午後 4時まで                         

※３０００冊ご用意しました。全て無料でお持ち帰りできます。 

【場所】1 階地域集会所【対象】どなたでも         

【申込方法】不要（当日直接会場へ） 

出前寄席 2月 22日（土） 午後 1時 30分から 2時 30分まで 

【場所】1 階地域集会所 【参加費】無料          

【対象】どなたでも（大人の方優先） 【定員】先着３０名 

【申込方法】図書室カウンターまたは電話にて 

【内容】消費者問題に役立つ情報を落語・漫才で楽しくわかりや

すく伝えます。（協力：東京都消費生活総合センター） 

みんなでシネマ 

～座布団に座ってみる映画

館～ 

2月 23日（日・祝） 午後 1時 30分から 

【場所】1 階地域集会所 【参加費】無料 【対象】どなたでも 

【定員】25 名 【申込方法】不要（当日直接会場へ） 

【内容】上映作品「招かれざる客」。白人と黒人の結婚問題に揺

れる家族を描くスタンリー・クレイマー監督による社会派ファ

ミリードラマの傑作。第４０回アカデミー賞１０部門ノミネー

トされ、うち主演女優賞と脚本賞を受賞。スペンサー・トレイ

シーの遺作 

大人のためのおはなし会 2月 29日（土） 午後 1時 30分から 2時 30分まで（1時 15分開場） 

【場所】1 階地域集会所 【参加費】無料  

【対象】中学生以上（大人の方優先） 【定員】３０名  

【申込方法】図書室カウンターまたは電話にて 

【内容】朗読家のおおこしきょうこさんをお呼びして、太宰治の

「恥」を舞台朗読していただきます。 

【梅若橋コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

うめわか新春寄席 3月 8日（日） 午後 1時 30分から 

【場所】２F 多目的室 【定員】先着 50 名 【参加費】無料 

【募集開始】２月 8 日(土)から 

【申込方法】図書室カウンターまたは電話にて 

【内容】墨田の人気落語家、古今亭菊生さんをお呼びして新春寄

席を開催します。 

【横川コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

図書室の絵本の読み聞かせ

体験学習会 

2月 22日（土） 午後 1時から午後 4時まで 

【場所】３階学童クラブ室 【参加費】無料          

【対象】中学生以上【定員】先着 20 名 

【申込方法】図書室カウンターまたは電話にて 

【内容】絵本の持ち方・めくり方など、子供たちに本を好きにな

ってもらう工夫を体験して学びます。 

■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 
２月４日（火）・18 日（火）、３月３日（火） 

各日午前 11 時から 

おひざでえほん 
２月 25 日（火） 

★午前 10 時から ★午前 11 時から 

https://4.bp.blogspot.com/--phuVGD6q34/WPWTiP8b1pI/AAAAAAABD00/zxDCCzjD2LYWMklhvV7KJ_0yH4CA5-xgwCLcB/s800/rakugoka_man.png
https://2.bp.blogspot.com/-Oqf2jBQU-Tg/WPWTiBs95QI/AAAAAAABD0w/-teF1ocgVMYXqnQKkI7j1ITb56iwumSowCLcB/s800/rakugoka_oldman.png
https://3.bp.blogspot.com/-FJiaJ8gidCs/Ugsu-rSFw0I/AAAAAAAAXNA/JFiIUoxggW4/s800/book_tate.png
https://1.bp.blogspot.com/-0Dm1PGyPr8o/U2LulXhcTvI/AAAAAAAAftM/o84bGDm9cyE/s800/yomikikase.png
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～前のページの続き～ 

■2 月の特集コーナー  ※2 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 こんな図書館、あんな図書館 

ティーンズサービス オリンピック、パラリンピックを楽しもう！ 

児童書 まだまださむいね～ ゆきのえほん 

プロジェクトコーナー こころのメンテナンス（21 日から 3 月 18 日まで） 

緑図書館 

  

  

  

一般書 はじめての本～新しい年に新しい自分に出会う～ 

ティーンズサービス 科学道 100 冊２０１９ 

児童書 わたしにできること～１０年後の世界のために～ 

絵 本 うんどう 

立花図書館 一般書① おとなもこどももたのしめる 

  

一般書② アンチエイジング 

ティーンズサービス 呪文 

児童書 やっぱこれだね 

  絵 本 ももいろ 

会場 催し名 日程 

緑図書館 

小さい子どものための 

おはなし会 

２月６日（木）・３月５日（木） 

各日午前 10 時 30 分から 

えほんをよもう ２月 8 日（土） 午後 3 時から 

おはなしのへや ２月 19 日（水） 午後 3 時から 

えいごでえほん ２月 26 日（水） 午前 10 時 30 分から 

おはなしよんで 2 月 29 日（土） 午後３時から 

立花図書館 

おはなし会 

2 月 1 日（土）・8 日（土）・15 日（土）・22

日（土）・29 日（土）・3 月 7 日（土）  

各日午後 2 時から 

赤ちゃんおはなし会 
2 月 19 日（水） 

★午前 11 時から ★午後 1 時 30 から 

八広図書館 

おはなしのじかん 
2 月 1 日（土）・8 日（土）・15 日（土） 

・29 日（土） 各日午前 11 時から 

おひざでえほん 2 月 14 日（金） 午前 11 時から 

ぷちおはなし会 2 月 19 日（水） 午後 3 時 30 から 

おはなしひろば 2 月 22 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 
２月５日（水）・３月４日（水） 

各日午後３時から 

えいごでおはなし会 ２月 12 日（水） 午後３時から 

おはなしれっしゃ ２月 18 日（火） 午前 10 時 30 分から 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

おはなし会 
2 月 1 日（土）・8 日（土）・15 日（土）・2２日

（土）・3 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 

2 月 6 日（木） 

午前 10 時 30 分から 

横川コミュニティ 

会館図書室 

おはなしのじかん 
2 月７日（金）・14 日（金）・21 日（金）・28

日（金）３月６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） 

２月６日（木）・３月５日（木） 

各日午前 11 時 40 分から 

https://2.bp.blogspot.com/-jMam6rER96s/W3JBsUprj3I/AAAAAAABN7I/HormICLP0PIxmPccjtQEkjfgBe9mgXPRgCLcBGAs/s800/dance_isyou_woman.png
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～前のページの続き～ 

施設名 場所 テーマ 

八広図書館 一般書 それぞれの生活 

 おすすめ 
映像の世界にとび出した 

時代小説のヒーロー・ヒロインたち 

 
ティーンズサービス 心のマッサージ 

児童書 どうぶつたちのふゆ 

東駒形コミュニティ 催事特集 えっ、この人がこんな絵本を描いたの！ 

会館図書室 一般書① 江戸のヒーローとうじょう！ 
 一般書② おしゃれかわいい♡プチギフト 

 ティーンズサービス 猫好き、あつまれ！ 

 おはなしのもり 
おいしいパン、いただきます（４日まで） 

えほんであったまろう（５日から） 

 おはなしれっしゃ 
ゆきやこんこ（１７日まで） 

あれ、だれ？どうぶつ（１８日から） 

梅若橋コミュニティ 一般書① 一人旅 

会館図書室 一般書② わらしべ本 

  児童書 ぽかぽか 

横川コミュニティ 一般書 クラシックに親しもう（15 日まで） 

会館図書室  アジアに触れる（１６日から） 

  児童書 おんがくかになろう（15 日まで） 

   アジアのおはなし（16 日から） 

 

■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 

月から土曜日まで 
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 

月から土曜日まで 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
https://3.bp.blogspot.com/-QTbUUAyhNxM/W_UGBCSi_bI/AAAAAAABQUk/VJ3z3da73pwAUZ3tdTkYdwxv_EuMHMlMwCLcBGAs/s800/ofuro_onsen_animals.png
https://2.bp.blogspot.com/-2i4APkFMejo/UYzcNuyRbhI/AAAAAAAAR9A/5DMfDyuDL3I/s800/snow_dog.png
https://4.bp.blogspot.com/-zhoalMs5Jqs/VRUQL-bMq9I/AAAAAAAAsh0/SMv19Kf7AFI/s800/music_ongaku_kansyou.png

