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中中中学学学生生生、、、高高高校校校生生生ががが図図図書書書館館館業業業務務務ををを体体体験験験   
図書館では、子どもの読書活動についての関心と理解を深め、積極的に読書を楽しむ子

どもの心を育むため、中学生、高校生の職業体験の受入れを行っています。 

  

ひきふね図書館では、6月から 7月にかけて、墨田中学校、本所中学校、そして本所高校

の生徒さんたちが図書館業務に取り組みました。       

また、８月４日には、小学生の「一日図書館員」体験を実施しますので、小さな図書館員

の活躍に、ぜひ、ご期待ください。 

■中学生、高校生の職業体験の様子 

 初日はまず図書館員の前で自己紹介から。緊張してい

るようでしたが、徐々に緊張もほぐれ、作業に打ち込ん

でいる様子でした。 

職業体験の内容は、★本の返却をするカウンター業務、

★本を保護するための透明フィルム掛け、★

分類記号順に本を並べる書架整理、★自分の

お気に入りの本の POP作成、★点字の体験

など盛りだくさんです。 

図書館電話案内サービス℡３６１２－６０４８ 

墨田区立図書館のホームページ（http://www.library.sumida.tokyo.jp） 

http://www.library.sumida.tokyo.jp
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生徒さんたちに、インタビューをしてみました。 

Ｑ：ひきふね図書館で体験しようと思った理由は？ 

Ａ：「本が好きだったので、第一希望です。」「後ろにあ

る機械が気になっていたので。」                                                

Ｑ：図書館業務を体験してみてどうでしたか？ 

Ａ：「緊張した。」「透明フィルム掛けが難しかった。」

「本が順番どおりに棚に入らなくて、大変だった。」 

Ｑ：では、楽しかった業務はありますか？ 

Ａ：「バーコードの読み取りが楽しかった。“ピッ”と

一度で読みとれると気持ちよかった。」「自動出納書庫がおもしろかった。」 

Ｑ：体験が終わって、今の心境はどうですか？ 

Ａ:「予約棚システムは便利だなと思った。」「テスト勉強

に利用したい。」 

体験を終え、図書館に対して、みんなさらに興味をも

った様子で、予約席の利用方法など質問がはずみました。 

今度は、お友達と一緒にティーンズルームも利用して

くださいね。お疲れさまでした!! 

 

 

ご存知でしたか？-共通利用カード（かしだし券）と併用して 

FeliCa
フ ェ リ カ

が使えます- 

FeliCaを２枚目の共通利用カード（かしだし券）として登録し、ご利用いただくこ 

とができます。読取機（ICリーダー）にかざすと、自動的に利用者ＩＤが入力され、 

貸出・予約などの手続きがスムーズになります。利用者お１人につき、１つの FeliCa 

の登録が可能ですので、ぜひご活用ください。詳しくは図書館ホームページをご覧く 

ださい。 

※FeliCaとは、非接触型の ICカードのための通信技術のひとつで、交通系 ICカード 

（Suica・PASMO等）、電子マネーカード（nanaco・WAON等）、おサイフケータイ機能 

搭載の携帯電話・スマートフォンなどに採用され、読取機にかざして通信ができます。 

                

      

      

 ひきふね図書館に、自転車・バイクで来館される方へ 

１階エスカレーター・階段入口付近は建物の共用スペースのため駐輪・駐車はご遠慮 

いただいています。自転車・バイクで 

来館された場合は、図書館（複合施設）

の角に地下駐輪場入口がありますので、

ご利用ください。ルールを守ってみん 

なで気持ちよく使いましょう。 

駐輪場入口              図書館 
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       ひきふね図書館・地域資料担当からのおすすめ 

今月は、ひや～りと涼しくなる!? 暑い夏におすすめの２冊をご紹介します。 

 

書名:江戸東京怪談文学散歩（角川選書 428） 書名:芥川龍之介妖怪文学館-伝奇ノ匣（ 

著者:東雅夫    出版社: KADOKAWA        学研Ｍ文庫） 

出版年月:2008.8 ISBN:9784047034280 著者:芥川龍之介   出版社:学研  

出版年月:2002.7 ISBN:4059001716 

怪談研究のエキスパートが   

東京の街を徘徊・探訪し、 「邪宗門」「妖婆」など          

芥川龍之介から永井荷風、 の伝奇と怪異の名品の 

         岡本綺堂、三遊亭円朝、宮 ほか、若き日の「椒図 

 部みゆきまで、古今の名作 志異」や大正の文芸百 

                 怪談にゆかりのスポットと           物語ともいうべき「怪 

         不思議な伝承を案内する。   談会」などの貴重な資 

         恐ろしくも興趣尽きない江 料を満載。怪奇の人・ 

         戸東京散歩。       芥川の全貌がここに！ 

 

  

 

8月の特集コーナー 

施設名                テ — マ 

ひきふね図書館   一般書：命 

          ティーンズサービス：「声部 in ひきふね図書館“あの名作を聞く 

！ ”」名作総選挙！  
          児童書：たいせつなもの 

プロジェクトコーナー：▼すみだ布の絵本の会「花」１０周年記

念展示 ▼すみだストリート・ジャズ・フェスティバル 

緑図書館      一般書：書物の周辺 

                    ティーンズサービス：COOL!? ジャパン 

          児童書：なつ だいすき！ 

立花図書館     一般書：ホラー小説始めました 

          児童書：自由研究 

えほんのひろば：ロングセラーの絵本 

八広図書館     一般書：▼夏を涼しく工夫してのり切ろう！ ▼暑さで眠れない

あなたへ 

          児童書：▼てがみ  

梅若橋コミュニティ 一般書：▼夏を快適にのりきる ▼おいしい話 

会館図書室     児童書：課題図書 

横川コミュニティ  一般書：▼平和への祈り ▼海は呼んでいる 

会館図書室      児童書：▼せかいのともだち ▼「？」となったら、しらべてみ

よう 
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■「声部 in ひきふね図書館」先行企画 名作ランキング投票  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース               平成 27年（2015年）８月 

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 
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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               平成 27年（2015年）８月 

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 

■まちライブラリー×まちぐるみ読書会「まちヨミ in 墨田」  
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墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 

■手芸シリーズ No.2「ラベンダーポプリで、香りの小物“うさちゃん”を作りましょう」 
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墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 

■報告「ぬいぐるみ おとまり会」  
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■８月１日～９月 10日に開催する催し 

 

■開館時間 

施設 曜日 開館時間 

ひきふね図書館 月～土曜日 午前 9時～午後 9時 

＊こどもとしょしつは午後 6時まで 

日曜日・祝日 午前 9時～午後 5時 

緑図書館・立花図書館・八広図

書館 

火～土曜日 午前 9時～午後 8時 

日曜日・月曜日・祝日 午前 9時～午後 5時 

梅若橋・横川コミュニティ会館

図書室 

月～土曜日 午前 9時～午後 8時 

日曜日・祝日 午前 9時～午後 5時 

＊東駒形コミュニティ会館図書室は、施設の改修工事のため、平成 28年１月４日（月）まで休

館しています。休館期間中は、ブックポストも使えません。休館期間中のお問い合わせは、ひ

きふね図書館℡5655-2350へお願いします。 

 

■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 

会場・問合せ先 催し名 日程 

ひきふね図書館 

（京島 1-36-5） 

℡5655-2350 

＊ひきふね図書館パートナーズ

による企画は、５ページ～７ペ

ージを参照 

おはなしのじかん ８月４日・18日、９月１日・８日いず

れも火曜日午前 10時半～ 

おひざでえほん 

 

８月 25日（火）▼午前 10時～ ▼午

前 11時～ 

緑図書館（緑 2-24-5） 

℡3631-4621 

小さい子どものため

のおはなし会 

８月６日（木）、９月３日（木）午前

10時半～ 

夏のおたのしみ会 ８月 19日（水）午後２時～ 

立花図書館（立花 6-8-1-101） 

℡3618-2620 

おはなし会 ８月１日～９月５日の土曜日午後２時

～ ＊８月８日を除く 

夏のお話し会 ８月８日（土）午後２時～ 

赤ちゃんおはなし会 ８月 19日（水）午前 11時～ 

八広図書館 

（八広 5-10-1-104） 

℡3616-0846 

夏やすみ子どもクイズ ８月 31日（月）まで 

おはなしとあそびの

じかん 

８月１日～９月５日の土曜日午前 10時

半～ ＊８月 22日を除く 

夏の大工作会 ８月８日（土）午後２時～ 

おひざでえほん ８月 14日（金）午前 11時～ 

プチおはなし会 ８月 18日（火）午後３時～ 

おはなしひろば ８月 22日（土）午前 10時半～ 

梅若橋コミュニティ会館図書室 

（堤通 2-9-1）℡3616-1101 

おはなし会 ８月１日～９月５日の土曜日午後３時

～ ＊８月 29日を除く 

横川コミュニティ会館図書室 

（横川 5-9-1）℡5608-4500 

スタンプラリー ８月 31日（月）まで 

おはなしのじかん ８月７日～９月４日の毎週金曜日午後

３時 45分～ 

夏のおたのしみ会 ８月 22日（土）午後３時～ 

東駒形コミュニティ会館図書室 ＊休館中：平成 28年１月４日（月）まで 

すみだ女性センター 

（押上 2-12-7-111）℡5608-1771 
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