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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.l ibrary.sumida.tokyo. jp）  

年頭のごあいさつ 
ひきふね図書館長 石原 恵美  

新年明けましておめでとうございます。  

昨年度は墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室においては、あわせて年

間約６４万人の皆様にお越しいただきました。本や雑誌、ＣＤなどを借りたり、

読書や勉強をする場所としてのご利用はもちろんのこと、図書館・図書室で行

われた様々なイベントにも多数の方にご参加いただき、誠にありがとうござい

ました。 

さて、皆さんは普段、家や会社のご近所の図書館・図書室をご利用されるこ

とが多いかと思います。やはり、予約された本などを受け取ったり、読書や勉

強をするにはご近所が便利ですね。でも、たまには他の館へ足を運んでみては

いかがでしょうか。墨田区には８つの図書館・図書室と情報資料コーナーがあ

ります。各館で企画する特集コーナーや季節に合わせた催しなどもありますの

で、新たな発見や出会いがあるかもしれません。 

例えば、ひきふね図書館と緑図書館にある「予約資料ルーム（予約棚）」を

ご存知でしょうか。≪予約した本を簡単に受け取ることができる便利なところ

≫なのですが、もうひとつの楽しみ方もあるのです。 

予約資料ルームは、皆さんが「読みたい」「聞きたい」と思って取寄せた資

料をお取り置きしているので、いわゆる“旬”の本や人気のＣＤが集まる場所

なのです。様々な年齢層の、様々な興味のもとに予約された本ですので、さな

がら利用者の皆さんによる「おすすめ本」「人気本」の紹介コーナーのような

ものなのです。「こんなテーマの本もあるのだなぁ」「次はこの本を読んで  

みたい」と皆さんの興味を広げるお手伝いになるのではと思います。 

 本年も皆様のお役に立つ図書館・図書室となるよう、

資料の貸出はもちろんのこと、資料を通じて、人と人

とがつながる場となるよう、職員一同がんばります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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★2015 年  ベストオーダーTOP10★ 

順位  書名  著者名  予約回数  

1 火花  又吉直樹  1,142 

2 ラプラスの魔女  東野圭吾  479 

3 サラバ ! 上  西加奈子  382 

4 フランス人は 10 着しか服を持たない  ジェニファー・L.スコット  361 

5 鹿の王  上  生き残った者  上橋菜穂子  355 

6 サラバ ! 下  西加奈子  353 

7 鹿の王  下  還って行く者  上橋菜穂子  345 

8 人魚の眠る家  東野圭吾  338 

9 教団 X 中村文則  308 

10 流  東山彰良  304 

芥川賞受賞作『火花』が、他に倍以上の差をつけての１位となりました。他も『サラバ』

と『流』は直木賞受賞作、『鹿の王』は本屋大賞受賞作と、各賞の受賞作が上位を占めました。

2 位と 8 位には東野圭吾の小説がランクイン。特に 8 位の『人魚の家』は 11 月に発売され

たばかりの新作で、人気の高さがうかがえます。『フランス人は 10 着しか服を持たない』は

小説以外では、唯一のランクインとなりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄贈のお願い  

予約が集中している図書については、予約数に応じて複数冊購入していますが、早期の

提供ができない状況です。読み終えてご家庭でお持ちのものがありましたら、図書館への

寄贈をご検討ください。  

 

●東駒形コミュニティ会館図書室が開館しました●  

改修工事のため昨年５月から休館しておりました東駒形コミュニティ会館図書室は、本

年１月５日（火）から再開館しました。老朽化した設備を更新したほか、閲覧席の一部を

キャレル席（仕切りのある個人席）とし、館内レイアウトの一部を変更しました。  

皆さまのご利用をお待ちしております。  

●八広図書館が休館します●  

八広図書館は、施設の改修工事及び蔵書点検のため一時休館します。  

休館期間：１月２１日（木）から２月１８日（木）まで  

※休館期間中もブックポストへの返却はできます。  

（ただし、CD、DVD 等は壊れる場合がありますので、他の図書館のカウンターへご返却ください。） 

■予約資料の受取について  

八広図書館を受取館に指定している予約・リクエスト資料は、休館中は原則、ひきふね

図書館で貸出を行うことになります。（受取館の変更方法など、詳しくはお問い合わせく

ださい。）  

■お問い合わせ先  

１月２０日（水）まで            八広図書館    3616-0846 

１月２１日（木）から２月１８日（木）まで  ひきふね図書館  5655-2350 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース               平成 2８年（2016 年）1 月  
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■１月の特集コーナー   ※１月５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  手芸  はじめてみませんか  

  ﾃｨｰﾝｽﾞｻｰﾋﾞｽ 生きる  

  児童書  おいし～いえほん  

  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾅｰ 創業応援フェア  

緑図書館  一般書  ものの文化史  

  ﾃｨｰﾝｽﾞｻｰﾋﾞｽ 本のある場所  

  児童書①  あったかーい ! ! 

  児童書②  じゅうにしのなかまたち  

立花図書館  一般書  あなたの知らない〇〇の世界  

  児童書  知っている？カラダのこと  

  えほんのひろば  十二支がでてくる絵本  

八広図書館  一般書①  読正月  

※1/21～2/18 は  一般書②  新しい事始めませんか？  

休館  児童書  ほっこりしましょう  

東駒形ｺﾐｭﾆﾃｨ 一般書  芸術の冬  

会館図書室  おはなしのもり  （9 日から）みんなであそぼう！―伝承あそび―  

  おはなしれっしゃ  （19 日から）ぽかぽかになろう  

梅若橋ｺﾐｭﾆﾃｨ 一般書①  今年こそ、チャレンジ！！  

会館図書室  一般書②  あったか  ほっこり  

  児童書  かみさま  ほとけさま  

横川ｺﾐｭﾆﾃｨ 一般書  （18 日まで）室内でできる体力づくり  

会館図書室    （19 日から）庭園・造園  

  児童書  （18 日から）よみたい、ききたい、むかしばなし  

    （19 日から）はんにんをさがせ！  

ひきふね図書館地域資料担当からのおすすめ  

書名：なんにもないから知恵が出る  驚異の下町企業フットマーク社の挑戦  

著者：磯部成文・三宅秀道  出版社：新潮社  

墨田区は明治時代から繊維の町として知られ、特に本所地区には多く

の工場や卸問屋が集まっていました。緑二丁目に本社を構えるフットマ

ーク株式会社もそのひとつで、水泳用具をはじめとするスポーツ・健康

関連商品でヒット商品を次々に生み出している会社です。“斜陽”といわ

れて久しい繊維業界の中、成功をおさめ続ける秘訣を、現会長の磯部氏

と経営学者の三宅氏が語ります。  

書名：うまい棒は、なぜうまいのか？  国民的ロングセラーの秘密  

著者：チームうまい棒  出版社：日本実業出版社  

国民的駄菓子として知られる“うまい棒”。その安さと美味しさに、食

べるたび「10 円で売って利益は出るのかな？」と考えてしまいます。

この“うまい棒”の企画・販売を行う株式会社やおきんは、横川五丁目

に本社があります。この本では、うまい棒のうまさの秘密を探るととも

に、やおきんの経営理念や商品開発の創意工夫を知ることができます。

読み終わると、うまい棒が食べたくなる１冊です。  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース               平成 2８年（2016 年）1 月  

 



４ 

 

 

 

 

 

 

■まちライブラリー貸出日＆ミニセミナー  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 28 年（2016 年）１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 28 年（2016 年）１月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■ビジネスマンのための読書会  
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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 28 年（2016 年）１月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■シャーロック・ホームズの楽しみ方  その１  

「その２、シャーロック・ホームズをみんなで語ろう！」を  

２月に予定しております。ご期待ください！ 

定員に達したため、 
受付は終了しています。 
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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 28 年（2016 年）１月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■まちライブラリー貸出日＆ミニセミナー  
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■１月１日～２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・立花・八広図書館  

すみだ女性センター情報資料コーナー  

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  

東駒形・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  

 

■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  

 

■場所・電話番号  

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  

会場・問合せ先  催し名  日程  

ひきふね図書館  

＊ひきふね図書館パートナーズ

による企画は、４ページ～７ペ

ージを参照  

おはなしのじかん  ▼１月５日（火）・19 日（火）、

２月２日（火）午前 10 時半～  ▼

１月９日（土）午後３時～  

おひざでえほん  １月 26 日（火）▼午前 10 時～  

▼午前 11 時～  

緑図書館  小さ い子 ども の ため のお

はなし会  

１月７日（木）、２月４日（木）

午前 10 時半～  

おはなしのへや  １月 20 日（水）午後３時 15 分

～  

立花図書館  

 

おはなし会  １月９日～２月６日の毎週土曜

日午後２時～  

赤ちゃんおはなし会  １月 20 日（水）午前 11 時～  

八広図書館  

＊1/21～2/18 は休館  

（２ページ参照）  

おは なし とあ そ びの じか

ん  

１月９日（土）・16 日（土）午前

10 時半～  

おひざでえほん  １月８日（金）午前 11 時～  

プチおはなし会  １月 19 日（火）午後３時～  

東駒形コミュニティ会館図書室  

 

おはなしのもり  １月９日（土）、２月６日（土）

午後３時～  

おはなしれっしゃ  １月 19 日（火）午前 10 時半～  

梅若橋コミュニティ会館図書室  

 

おはなし会  １月９日～２月６日の土曜日午

後３時～  ＊１月 30 日を除く  

横川コミュニティ会館図書室  

 

おはなしのじかん   １月８日～２月５日の毎週金曜

日午後３時 45 分～  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 28 年（2016 年）１月  


