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〈特別企画②〉  

ひきふね図書館・特集展示  

『ずっとそばに置きたい、お気に入りの１冊』 

ひきふね図書館員が選んだお気に入り

の本を説明文とともに特集展示します。  

期間 :10 月 16 日 (金 )～12 月 16 日 (水 ) 

場所 :ひきふね図書館３階一般特集コーナー  

 

〈特別企画①〉リサイクル本の充実  

「読書週間」期間中は、各館リサイクル

コーナーの本を、通常よりも多く提供して

いきます。  

〈特別企画③〉 ひきふね図書館・講演会  

『本を読む、心を耕す』 

書評家、翻訳家として知られる都甲幸治氏を

お迎えして、アメリカ文学を中心に、本を読む

ことで想像力を広げていく喜びについて、ご講

演いただきます。  

講師：都甲  幸治（とこう  こうじ） 氏  

（早稲田大学文学学術院教授、アメリカ文学  

研究者、翻訳家、讀賣新聞書評委員）   

日時：10 月 31 日 (土 )午後２時～４時  

場所：ひきふね図書館５階会議室  

対象：どなたでも   

定員：先着 50 名（事前申込）入場無料  

受付開始日：10 月 11 日（日）から  

申込方法：ひきふね図書館まで  ℡  5655-2350            

先先  

   

   

   

   

“読書の秋”です。より多くの人たちに読書の楽しさ・素晴らしさを感じてもらえますように…

“““222000111555 読読読書書書週週週間間間”””特特特別別別企企企画画画のののごごご案案案内内内    

毎年、１０月２７日～１１月９日は、「読書週間」です。この期間には墨田区立図書館を

はじめ、全国で読書推進に関する催しや取組がおこなわれます。  

■「読書週間」今年の標語『いつだって、読書日和』  

〈標語の作者のことば〉  

 たとえば晴れた日の太陽の下で、雨や曇りの日なら静かな室

内で、考えてみればどんな季節や環境でも本の世界に飛び込む

瞬間が自分にとっての読書日和でした。  

読みたいと思う本に出会い、そのときの状況までも心に残る

ような読書体験が、多くの人に広がってほしいと思います。  

（公益法人  読書推進協議会のホームページより）  

■“2015 読書週間”特別企画  

「読書週間」期間中、墨田区立図書館では、より多くの人た

ちへの読書推進を図るため、次の 3 大企画を予定しています。 

ぜひ、この機会に図書館にお越しいただき、本との出会いや

読書の素晴らしさを実感してください。  
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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）  
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八  広  図  書  館  

「おはなしと小さな音楽会♪」  

日時：10 月 31 日 (土 )午後 2 時～3 時   場所：当館ホール  参加費：無料  

対象：0 才 (親子、ご家族 )～小学生  定員：80 名 (事前申込、空きがあれば当日も受付可能 ) 

申込先：10 月１日 (木 )から八広図書館カウンターにて受付  

八広図書館  

「わらしべＢＯＯＫ-あなたのおすすめの本を  

交換してみませんか？-」  

期間：10 月 27 日 (火 )～11 月 30 日 (月 ) 

場所：八広図書館特集展示コーナー  

対象：中・高生以上  

 

 

日時：  

読書週間外  

 

立  花  図  書  館 ｢お父さんのための手遊び･読み聞かせ講座」  

日時：10 月 17 日 (土 )午前 10 時～    場所：当館内「絵本のひろば」  

対象：お父様。お子さんとぜひご一緒にご参加ください。  

定員：なし（申込不要）  参加費：無料   

※駐車場はありませんのでご来館の際は自転車、徒歩、交通機関をご利用ください。  

横川コミュニティ会館  

「２０１５年に話題になった人の本」 

「読書週間」期間中、通常の特集に加え、

秋の読書週間として、さらにコーナーを

設け特集します。  

 

教育紙芝居発祥の地すみだ  

 

教育紙教育芝居の源流、今井よねの紙芝居活

動を通して、墨田区と紙芝居のかかわ

りについてご紹介し、あわせて児童文

化研究者・浅岡靖央氏による教育紙芝

居の実演も行います。  

講師：髙塚明恵氏  

（墨田区立すみだ郷土文化資料資料

館専門員）  

日時：10 月 18 日 (日 )午後２時～４時  

場所：ひきふね図書館  ５階会議室  

対象：どなたでも   

定員：先着 50 名 (事前申込 ) 入場無料    

申込先：℡5655-2350 

 

★本講座関連のミニ資料展同時開催  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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）10 月  

休館日のお知らせ 
 

下記施設は蔵書点検のため、一時休館します。

施設により期間が異なりますのでご注意くださ

い。  

館  名  期  間  

立 花 図 書 館   平成27年 

11月9日(月)～11月13日(金) 

緑 図 書 館  11月16日(月)～11月20日(金) 

ひきふね図書館  11月30日(月)～12月4日(金) 

梅若橋コミュニ

ティ会館図書室  
12月7日(月)～12月11日(金) 

横  川コ ミュニ

ティ会館図書室  
〃  

女性センター情

報資料コーナー  

12月14日(月)～12月18日(金) 

八 広 図 書 館  平成28年 

2月15日(月)～2月18日(木) 
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       ひきふね図書館・地域資料担当からのおすすめ  

秋の夜長に、読書にふける。そんな贅沢なひと時に、おすすめ本もいかがでしょうか。  

書名：昭和史の 10 大事件          書名：隅田川の向こう側  -私の昭和史 - 

著者：半藤一利、宮部みゆき         著者：半藤一利  

出版：東京書籍  刊行 2015.8       出版：筑摩書房 (ちくま文庫 )刊行 2013.5       

ISBN：978-4-487-80926-4      ISBN：978-4-480-43062-5 

               

 

      

 

 

  

 

10 月の特集コーナー  

施設名                 テ  ―  マ  

ひきふね図書館    一般書：▼ずっとそばに置きたい、お気に入りの１冊▼がんを読

む・がんを知る  

ティーンズサービス：秋って！   

          児童書：おふろ  だ～いすき  

プロジェクトコーナー：企画展「教育紙芝居の誕生」のご案内  

緑図書館       一般書：コーヒーと私   

                    ティーンズサービス：長編に挑戦！！  

          児童書：▼ハロウィン・かぼちゃ・魔女の本・おばけ  ▼おいし

い秋  ▼つき  

立花図書館      一般書：オフタイムを楽しむ  

          児童書：Ｉ♡SWEETS 

えほんのひろば：でるぞ！ようかい！！  

八広図書館           一般書：▼めぐりあい本～ようこそ！素晴らしい本の世界へ～   

▼わらしべ BOOK ▼本を読んで知識を広げよう  

          児童書：おやさい   

梅若橋コミュニティ  一般書：▼建築  ▼元気の素  

会館図書室      児童書：そら  

横川コミュニティ   一般書：▼神無月・神有月  日本の神話  ▼秋の夜長に…随筆・  

会館図書室      エッセイ  

           児童書：▼いろとりどり・どくしょのあき  ▼まじょとまほう  

 

 

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）10 月  

 

地元、墨田川高校の著名

OB による対談本です。歴史

作家と推理作家の他に性別

や年齢など対照的な、お二人

が昭和史の 10 大事件につ

いて、それぞれの視点や推察

を交えつつ、議論していま

す。歴史の面白さを実感させ

てくれる 1 冊です。  

歴史作家、半藤一利が幼

少期を過ごした向島や東大

ボート部員として過ごした

隅田公園の合宿所での暮ら

しをベースに、墨田ゆかり

の人物や名所・旧跡などが

多数登場する、郷土色豊か

なエッセイです。  
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■ひきふね図書館おもてなし課イベント「ビブリオバトル＆ブックカバーづくり」  

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）10 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）10 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）  
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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）10 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■墨田区ひきふね図書館パートナーズ活動報告（上半期）  
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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）10 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■墨田区ひきふね図書館パートナーズ活動報告（上半期）  
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■10 月１日～11 月 10 日に開催する催し  

＊読書週間特集については、１、２ページ参照  

 

■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（２ペー

ジ参照）  

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  10 月６日（火）・20 日（火）、11 月

10 日（火）午前 10 時半～  

おひざでえほん  10 月 27 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  

10 月１日（木）、11 月５日（木）午

前 10 時半～  

おはなしのへや  10 月 21 日（水）午後３時 15 分～  

立花図書館（立花 6-8-1-101） 

℡3618-2620 

おはなし会  10 月３日～11 月７日の毎週土曜日午

後２時～  

赤ちゃんおはなし会  10 月 21 日（水）午前 11 時～  

八広図書館  

（八広 5-10-1-104）  

℡3616-0846 

おはなしとあそびの

じかん  

10 月３日～11 月７日の土曜日午前 10

時半～  ＊10 月 24 日を除く  

おひざでえほん  10 月９日（金）午前 11 時～  

プチおはなし会  10 月 20 日（火）午後３時～  

おはなしひろば  10 月 24 日（土）午前 10 時半～  

おはなしと小さな音

楽会♪  

10 月 31 日（土）午後２時～３時  

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  10 月３日～11 月７日の土曜日午後３

時～  ＊10 月 31 日を除く  

横川コミュニティ会館図書室  

（横川 5-9-1）℡5608-4500 

おはなしのじかん   10 月２日～11 月６日の毎週金曜日午

後３時 45 分～  

よこかわキッズタウ

ンおはなしかい  

10 月 25 日（日）▼午後２時～  ▼午

後３時 45 分～  

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 

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）10 月  


