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図書館等では、中学生・高校生を中心とし

て 10 代の皆さん（ティーンズ）に、より多

くの本に親しんでもらうため、専用のコーナ

ーづくりや、情報発信などを実施する「ティ

ーンズサービス」を展開しています。ここで

は、このサービスの一部をご紹介します。  

 

 

 

 

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.l ibrary.sumida.tokyo. jp）  
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ティーンズ情報を発信！  

てぃーんず情報誌「10 代のための本棚」

を発行し、区内の学校等に配布していま

す。これは、新着本の紹介や、図書館等

で行われるティーンズ向けのイベント

のお知らせ、区内在住・在学の中学生グ

ループ「ひきふね図書館おもてなし課」

の記事など、読書推進や図書館利用につ

ながる情報を発信しているものです。  

居心地のいい空間づくり  

ティーンズの幅広い興味・知的好奇心を

満たす資料や、学習活動に役立つ資料、

共感を得られる内容の資料、時代の動き

を的確に捉える資料などをティーンズ

向けに収集しています。ティーンズコー

ナー等では、これらの資料をまとめてい

るほか、POP による本の紹介など雰囲

気づくりにも工夫を凝らしています。  

図書館 HP「ティーンズページ」  

学校・部活・塾・習い事など、忙しくて

図書館等を訪れることが難しいティー

ンズにも読書の楽しさを届けるため、墨

田区立図書館ホームページ内の「ティー

ンズページ」を充実しています。ティー

ンズコーナー等の特集で紹介されてい

る本の情報や、ブックリストの内容も掲

載しています。  

ブックリストも充実  

１テーマ 10 冊程度紹介するブックリス

トとして、学習活動に役立つ「学習応援

シリーズ」と、その日の気分で選ぶ「読

書案内シリーズ」を作成しています。「学

習応援シリーズ」では図鑑や知識の本、

読み物などを組み合わせているほか、

「読書案内シリーズ」では“恋”“恐怖”

等のテーマで読み物を紹介しています。 

10 代の皆さんへ読書の楽しみを 

ティーンズサービス 
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■中学生・高校生のための「ＰＯＰコンテスト」  

 図書館でいう「POP」とは、“おもしろそうだから借りてみようかな”“おすすめの本なら

読んでみようかな”といった、本を借りるときの最後の一押し、読む気になるようなメッセー

ジのことです。図書館では、区内在住または在学の中学生・高校生を対象とした「ＰＯＰコン

テスト」を実施し、図書館を利用する方に向けてお気に入りの一冊をおすすめしてもらいまし

た。ひきふね図書館では、800 枚を超えるすべての応募作品を展示する特別展示と、入賞作

品が発表される表彰式を開催します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名：あの日、マーラーが   著者：藤谷治  

出版社：朝日新聞出版   ISBN：978-4-02-251294-9 

2011 年 3 月 11 日の夜、すみだトリフォニーホールでは新日本フィ

ルの定期演奏会が開催されました。1,801 席を誇る大ホールの客席には、

105 名の観客が集まりました。曲目はマーラーの交響曲第 5 番。この日

の出来事は、のちにドキュメント番組としてテレビでも放送されました。 

この本は、その演奏会を元にしたフィクションです。『船に乗れ！』で

チェロ奏者の青春を描いた著者が、あの日さまざまな思いを抱えホール

に集まった人々を、マーラーの調べにのせて描きます。  

 

タイトル：マーラー  交響曲第 5 番   指揮：クリスティアン・  

アルミンク   演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団  

2003 年から 13 年まで新日本フィルの音楽監督を務めたアルミン  

ク氏の指揮で、2004 年にトリフォニーホールで行われた演奏会のラ  

イブ盤です。第 4 楽章「アダージェット」は映画『ベニスに死す』で  

も使用され、特に人気の高い曲です。  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース             平成２７年（２０１５年） 11 月  

平成 26 年度  

入選作品  

特別展示  

と  き：11 月 30 日（月）まで  

ところ：２階プロジェクトコーナー  

内  容：応募作品の展示、お気に入りの  

    作品へ応援メッセージの募集  

表彰式  

と  き：12 月 13 日（日）午前 10 時～10 時半   

＊開場は午前９時半  

ところ：２階プロジェクトコーナー  

内  容：入選作品の発表・展示、表彰  

 

 

 

ひきふね図書館地域資料担当からのおすすめ  
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1１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  

ティーンズサービス：ほ・ほ・ほ  ～ほんで  ほっこり  ほぐれま

しょう♪～  

          児童書：たのしい  かみしばいの  はじまり  はじまり～  

プロジェクトコーナー：中学生・高校生のための「ＰＯＰコンテ  

スト」特別展示  

緑図書館       一般書：映像になった本たち  

                    ティーンズサービス：森へようこそ！  

          児童書：ゆかいななかまたち  どうぶついろいろ／げんきいっぱい  

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：おふろにはいろう！  

梅若橋コミュニティ  一般書：趣味の手作り・物づくり／部活って  

会館図書室      児童書：えいがになった本  

横川コミュニティ   一般書：家族のお話／いざというときに（ゆるやかな備えからサ  

会館図書室      バイバルまで）  

           児童書：わたしのおしごと／げいじゅつのあき  

 

 

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）11 月  

 

●登録内容の確認について●  

墨田区立図書館では、新規でご登録いただいた後、2 年ごとに登録内容の確認をさせてい

ただいております。確認期限が近づくと、自動貸出機をご利用の際に案内が出ますので、カ

ウンターにご本人の住所・氏名が記載されている書類（運転免許証・健康保険証など）をご

提示ください。  

※確認期限は、墨田区立図書館Ｗｅｂサイトおよび館内資料検索機のマイライブラリに表示

されます。  

※画面上は「有効期限」と表示されますが、「登録内容の確認期限」の意味です。この日を

過ぎても登録は抹消されませんので、次回ご利用の際に確認書類をご持参ください。  

●蔵書点検のため休館します●  

館名  期間  

立花図書館   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・横川ｺﾐｭﾆﾃｨ会館  12 月  7 日（月）～12 月 11 日（金） 

女性センター  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） 

 

図書館・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は、

蔵書点検のため、一時休

館いたします。  

施設によって期間が

異なりますので、ご注意

ください。  
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■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 27 年（2015 年）11 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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■寺中落研  落語会  

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）11 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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■まきまき工作会  「♪〈まきまき天使〉を作りましょう♪」  

 

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）11 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■声部 in ひきふね図書館  あの名作を聞く！・  
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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）11 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  
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■11 月１日～12 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（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  ▼11 月 10 日（火）・17 日（火）午

前 10 時半～  ▼11 月 14 日（土）午

後３時～  

おひざでえほん  11 月 24 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  

11 月５日（木）、12 月３日（木）午

前 10 時半～  

立花図書館（立花 6-8-1-101） 

℡3618-2620 

おはなし会  11 月７日～12 月５日の毎週土曜日午

後２時～  

赤ちゃんおはなし会  11 月 18 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  

11 月７日～12 月５日の土曜日午前 10

時半～  ＊11 月 28 日を除く  

おひざでえほん  11 月 13 日（金）午前 11 時～  

プチおはなし会  11 月 17 日（火）午後３時～  

おはなしひろば  11 月 28 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  11 月７日～12 月５日の毎週土曜日午

後３時～  

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   11 月６日～12 月４日の毎週金曜日午

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）11 月  


