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子どものころの読書は豊かな人生への第

一歩です。「こどもの読書週間」は、大人が子

どもに本を手渡すだけでなく、大人にとって

は子どもの読書の大切さを考える週間です。  

区では、子どもの読書推進の施策の方向性

や取組を示した「墨田区子ども読書活動推進

計画」を平成 17 年に策定し、26 年度に第

３次計画を策定しました。計画に基づき、家

庭・地域・学校・関係機関等を通じて、区民

の皆さんと連携・協働しながら、子どもの読

書が活発に行われるよう取り組んでいきます。 

また、図書館等では、「こどもの読書週間」

にちなみ、全館で記念冊子「きらきら  ぱら

ぱら」を配布しています。冊子には、おはな

し会の日程や「子ども読書の日」にちなんだ

事業、おすすめの本をご紹介しています。ま

た、各館からのメッセージも掲載しています

ので、ぜひ、ご覧ください。  

４月 23 日～５月 12 日は、「こどもの読書週間」です 

すみだの未来を担う子どもたちに読書を！  

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）  

独立行政法人  国立青少年教育

振興機構の調査では、子どものこ

ろに読書活動が多いと、「未来志

向」、「社会性」、「自己肯定」、「意

欲・関心」、「文化的作法・教養」、

「市民性」についての意識･能力

が高くなるとされています。  

豆  知  識  

子どもにもっと本を、本を読む場所をとの願いから、

昭和 34 年に「こどもの読書週間」が誕生しました。子

どもの読書への関心の高まりを受けて、「子ども読書年」

（平成 12 年）から期間が延長され、現在の４月 23 日

（子ども読書の日・世界本の日）～５月 12 日となりま

した。この期間には、図書館・書店・学校を中心に、子

どもに本を手渡す様々な行事が行われています。  

 

の  読  書  こ  ど  も  週  間  

子どもの「生きる力」を育む読書  
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「図書館を使った調べる学習コンクール」作品の貸出し・展示  

 図書館等では、「第 19 回  全国図書館を使った調べる学習コンク

ール」入賞・優良賞の作品 11 点を貸し出ししています。この度、貸

出作品に「第５回  墨田区図書館を使った調べる学習コンクール」金

賞・銀賞の作品４点を加え、15 作品を特別展示します。  

区内の小学生・中学生の力作を、ぜひ、ご覧ください。  

[期間 ]４月 22 日（金）～５月 18 日（水） [ところ ]ひきふね図書館

２階プロジェクトコーナー [問合せ ]ひきふね図書館℡5655-2350 

東駒形コミュニティ会館図書室  

「ぬいぐるみおとまり会」  

実施日：４月 23 日（土）午後３時～  

内容：ぬいぐるみと一緒におはなし会に参加した

あと、ぬいぐるみが図書館にお泊りします。 

対象・定員：小学校３年生まで・先着 15 名  

受付場所：図書室カウンター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場  催し名  日程  

緑図書館  子ども読書の日おはなし会＆ミ

ニこうさく会  

４月 20 日（水）午後３時 15 分～  

立花図書館  こども読書の日おはなし会  ４月 16 日（土）午後２時～  

八広図書館  「子ども読書の日」おはなしひ

ろば  

４月 23 日（土）午前 11 時～  

東駒形コミュニティ会館

図書室  

「子ども読書の日」おはなし会  ４月 23 日（土）午後３時～  

梅若橋コミュニティ会館

図書室  

子ども読書の日おはなし会  ４月 23 日（土）午後３時～  

横川コミュニティ会館図

書室  

子ども読書の日特別おはなし会  ４月 24 日（日）午後３時～  

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）４月  

横川コミュニティ会館図書室  

「図書館クイズ」  

実施期間：４月 23 日（土）～５月６日（金） 

内容：図書館の使い方に関するクイズを、

室内に貼り出します。１問 1 問じ

っくり考えながら挑戦してみてく

ださい。  

★第１弾★  「子ども読書の日」記念冊子のクイズに正解したら、オリジ  

ナルマグネットをプレゼント。  

★第２弾★  リサイクルコーナーに、通常より多く児童書をご用意。気に  

入った本をお持ち帰りください。  

注  「子ども読書の日」関連以外のおはなし会については、８ページをご覧ください。  

おはなし会の日程  

全館共通の取組  

 

お知らせ  
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■4 月の特集コーナー   ※４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  学び方を学ぶ  ～Learning How to Learn～  

  ティーンズサービス 始めよう  

  児童書  ともだち  

  プロジェクトコーナー 女性の健康づくり応援キャンペーン in ひきふね図書館  

緑図書館  一般書  司馬遼太郎（没後 20 年）  

  ティーンズサービス すみだゆかりの・・・  

  児童書①  （7 日まで）おはながいっぱい  （8 日から）はる  

  児童書②  
（7 日まで）おでかけしよう！  （21 日から）えほんのなかに

えほんがいっぱい  

立花図書館  一般書  お金のこと  

  児童書  豆ちしき  

  えほんのひろば  青いえほん  

八広図書館  一般書①  家庭菜園  

 
一般書②  ★サッカー日本代表を応援しよう !！  

 
おすすめ  『隅田川』が出てくる話  

 児童書  スタッフおすすめ  

東駒形コミュニティ 一般書①  ガラス工芸の世界  

会館図書室  一般書②  図書館と書斎  

 おはなしのもり （ 1 日まで）だいすきがすき  （ 2 日から）いろんなおしごと大集合  

  おはなしれっしゃ （ １ ８ 日 ま で ）ぶーぶーがたごとぷかぷか  （ １ ９ 日 か ら ）すくすくのびのび  

梅若橋コミュニティ 一般書①  本の本  

会館図書室  一般書②  うらない  

  児童書  野の草花  

横 川 コミュニティ

会館図書室  
一般書  

(１５日まで )はじめよう、あたらしいこと  (１６日から )訪ねて

みたい、知らない街  

 
児童書  

(１５日まで )いただきます。ごちそうさま。 (１６日から )たんけ

ん、ぼうけん、はっけん  

ひきふね図書館地域資料担当からのおすすめ  

書名：将軍が撮った明治のすみだ  －小梅水戸邸物語－  

編者・発行：  すみだ郷土文化資料館  

現在の隅田公園の地にあった小梅邸は明治維新後に水戸徳川家の

本邸となり、最後の将軍・徳川慶喜や水戸家ゆかりの人々もしばしば

訪れました。  

江戸時代の町絵図、慶喜や弟・昭武が撮影した写真、ゆかりの人物

の肖像や書簡などで、明治時代の墨田と小梅邸を紹介した本書、歴史

に名を残す人々が深く墨田に深く関わった事実が伝わってきます。  

書名：浮世絵と喫煙具  －世界に誇るジャパンアート－  

著者・発行：  たばこと塩の博物館   

平成 27 年に渋谷区から区内横川に移転した「たばこと塩の博物

館」、本書はリニューアルオープン記念展の図録です。紹介されて

いる喫煙具や浮世絵など同館の貴重なコレクションは、より区民

に近しいものとなりました。  

今や世界から高い評価を受けている江戸職人の至芸が体感で

き、美術鑑賞の良き指針にもなる、魅力ある一冊です。  

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）4 月  
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■ひきふね図書館おもてなし課メンバー募集  

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） 4 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） 4 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） 4 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・ホームズ講演会  
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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） 4 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  



８ 

 

■4 月１日～5 月 10 日に開催する催し  

注意：各図書館で実施する「子ども読書の日」関連事業については１～2 ページをご覧ください。  

 

■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  
 

■所在地・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  催し名  日程  

ひきふね図書館  

＊墨田区ひきふね図

書館パートナーズに

よる企画は、４～７

ページを参照  

おはなしのじかん  ４月 5 日（火）・19 日（火）、５月 10 日

（火）午前 10 時半～   

おひざでえほん  

 

４月 26 日（火）▼午前 10 時～▼午前 11

時～  

点字ワークショップ（母の

日カード作り）  

５月６日（金）午後 3 時～５時  

緑図書館  小さい子どものためのおは

なし会  

４月７日（木）、５月 12 日（木）午前 10

時半～  

立花図書館  おはなし会  ４月２日～５月７日の土曜日午後２時～  

※４月１６日を除く  

赤ちゃんおはなし会  ４月 13 日（水）▼午前 11 時～▼午後 1

時半～  

八広図書館  おはなしとあそびのじかん  ４月２日～５月７日の土曜日午前 11 時～  

※４月 23 日を除く  

おひざでえほん  ４月８日（金）午前 11 時～  

プチおはなし会  ４月 20 日（水）午後３時半～  

おはなしひろば  ４月２３日（土）午前 11 時～  

東駒形コミュニティ

会館図書室  

おはなしのもり  ４月２日（土）、５月７日（土）午後３時～  

おはなしれっしゃ  ４月 1９日（火）午前 10 時半～  

えいごでおはなし会  ４月 13 日（水）午後３時～  

梅若橋コミュニティ

会館図書室  
 

おはなし会  ４月２日～５月７日の土曜日午後３時～  

※４月２３日・３０日を除く  

あかちゃんおはなし会  

（乳幼児事業・ひよこちゃ

んあそぼうにて）  

4 月 14 日（木）・28 日（木）午前 10 時

半～11 時半  

 

横川コミュニティ会

館図書室  

おはなしのじかん   ４月１日～５月６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） 4 月  


