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ひきふね図書館４階の情報サービスコーナーでは、墨田区の歴史や文化、ゆかりの人物な

どについての資料を収集し、情報の発信を行っています。このたび、コーナーの一部をリニ

ューアルしました。  

 「新日フィル・トリフォニーコーナー」

では、墨田区とフランチャイズ契約を結

ぶ「新日本フィルハーモニー交響楽団（新

日フィル）」とその本拠地である錦糸町の

「すみだトリフォニーホール」の関連資

料を収集しています。このたび、新日フ

ィルの桂冠名誉指揮者であり日本が誇る

世界的マエストロ・小澤征爾氏と、同じ

く新日フィルの指揮者を務めた世界的チ

ェリストの故・ロストロポーヴィチ氏の

両巨匠の名盤を中心に新たに資料を収集

し、コーナーをリニューアルしました。  

 今年は、小澤氏の生誕８０年にあたる記念すべき年です。また新日フィルは、来秋から指

揮者・上岡敏之氏を新たな音楽監督に迎え、更なる飛躍を遂げようとしています。墨田区が

誇る日本有数の音楽ホールであるすみだトリフォニーホール、そしてそこを本拠として活動

する新日フィルの演奏にぜひ触れてみてください。  

分類  内容  

新日本フィル  新日フィルの演奏資料や楽団員のソロアルバムなど  

（新日フィルがトリフォニーホールで演奏した資料はこちら） 

すみだトリフォニーホール  トリフォニーホールで録音された演奏やトリフォニーホール

を会場として行われた演奏会のライブ盤など  

小澤征爾  指揮者・小澤征爾氏の演奏を主とした資料  

ロストロポーヴィチ  チェリスト・ロストロポーヴィチ氏の演奏を主とした資料  

（ロストロポーヴィチ、小澤両氏の共演資料はこちら）  

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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情報サービスコーナー（４階）にあっ

た「すみだ視聴覚資料コーナー」を、3

階の「墨田ゆかりの作家コーナー」の左

側に移動しました。  

「すみだ視聴覚資料コーナー」には、

映像や音楽から郷土の歴史や文化に親し

んでいただけるよう、墨田区を舞台とし

た映画やゆかりの文学の映像化作品、区

の広報資料など、区に関係する視聴覚資

料（ＤＶＤ、ＣＤ）を揃えています。「墨

田ゆかりの作家コーナー」と併せてご利

用ください。  

種類  題名  内容  

DVD のんちゃんのり弁  入江喜和の漫画を映画化。京島周辺が舞台  

DVD こんばんは－ 墨 田 区 立 文 化 中 学 校 夜 間 学 級 －  キネマ旬報文化映画ベスト・テン第１位など受賞多数  

DVD おとうと  作家・幸田文が生まれ育った向島周辺が舞台  

DVD 下町の太陽  京成曳舟駅のそばにあった資生堂東京工場などがロケ地  

CD 完全版  昭和史  向島で生まれ育った作家・半藤一利の朗読ＣＤ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●子育て講座「赤ちゃんのための絵本の  

読み聞かせとわらべうた」  

絵本の読み聞かせやわらべうたが赤ちゃん

に与える効用について、実演をまじえてお話

します。  

［とき］９月２６日（土）午前１１時～正午  

［ところ］横川コミュニティ会館４階ゆうぎしつ 

［対象］乳幼児とその保護者  

［費用］無料  ［申込み］当日直接会場へ  

●点字入門講座「絵本に点字をつけて  

みよう！」（２回連続講座）  

さまざまな場で見かける点字。読めるように

なったら楽しいですね。絵本の中の言葉に点

字をつけてみましょう。  

［とき］９月９日（水）・１６日（水）  

午前１０時～正午  ［ところ］ひきふね図書

館５階会議室  ［費用］無料  ［申込み］事

前に直接または電話でひきふね図書館へ  

●すみだ文化講座を開催しました。  

８月２日（日）にひきふね図書館で第１７０回すみだ文化講座「小林清親没後１００年－墨

田がはぐくんだ天才絵師の画業－」を開催しました。今回は、太田記念美術館学芸員の赤木美

智氏を講師に、本所生まれの浮世絵師・小林清親の画業について、「東京名所図」などすみだが

描かれた作品を中心にお話いただきました。参加者からは「清親の才能、画風、生きた時代な

どが理解できた」、「地元が描かれており、親しみを感じた」などのご意見が寄せられました。  

次回の文化講座は１０月中を予定しております。内容などが決まり次第「区のお知らせ」及

び図書館ホームページにてお知らせします。  

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） 9 月  
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書名：もっと遠くへ  私の履歴書  著者：王貞治  

出版社：日本経済新聞出版社  ISBN：978-4-532-16968-8 

昭和１５年、向島区吾嬬町（現墨田区八広）に生まれた王さんは、東

京大空襲、終戦を経て、１０歳のときにすみだの地で本格的に野球を

始めました。日本経済新聞連載の「私の履歴書」をまとめた本書は、

幼少期から現在までの自伝に加え、現役時代の諸記録や監督としての

成績、年譜など、データ類も充実。特に８６８本の本塁打については、

日付や対戦投手のほか、打席状況や打球の方向なども掲載。あくなき

向上心で野球人生を歩み続ける王さんの全てが分かる１冊です。  

 

書名：早実野球部  栄光の軌跡  新装版  

出版社：ベースボール・マガジン社  ISBN：978-4-583-10896-4 

１００年目を迎えた今年の夏の甲子園の開幕試合で始球式を務めた王

さんは、早稲田実業の選手として 1956 年夏から４季連続で甲子園に

出場、２年の春には全国制覇も果たしました。本書は王さん自身によ

る高校時代の回想のほか、全国制覇時のメンバーによる座談会も収録。

大スターの青春時代の知られざる横顔に触れることができます。また、

荒木大輔や斎藤佑樹など早実が生んだスターや歴代指揮官のインタビ

ューも収録。王さんを育んだ早実の歴史と伝統が詰まった１冊です。  

 

  

 

  

ひきふね図書館地域資料担当からのおすすめ  

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） 9 月  

9 月の特集コーナー  

施設名                 テ―マ  

ひきふね図書館    一般書：本屋大賞  

          ティーンズサービス：雨  

          児童書：あつーいときには  

プロジェクトコーナー：「緑のカーテンコンテスト」に関する展示  

緑図書館       一般書：昭和の偉人伝  

                    ティーンズサービス：青春いっぱい！  

          児童書：おみせやさん／おじいちゃん・おばあちゃん  

立花図書館      一般書：ホラー小説始めました  

          児童書：世界の食べもの  

えほんのひろば：ロングセラーの本  

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：こんな昔話知ってる？  

梅若橋コミュニティ  一般書：かわいいどうぶつ／話したくなる話  

会館図書室      児童書：王さま  

横川コミュニティ   一般書：快眠のすすめ／時事問題関連特集  

会館図書室       児童書：あらしがくるぞ！／おいしいあき  
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■READATHLON!! ８時間耐久読書会 !? 

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）９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）９月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■「スーホの白い馬」朗読会と馬頭琴演奏会  
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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 27 年（2015 年）９月  

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.３「ラベンダーポプリで、香りの小物“ドア飾り”を作りましょう」  
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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）９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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■９月１日～10 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  ▼９月１日（火）・15 日（火）、10

月６日（火）午前 10 時半～  ▼９月

12 日（土）午後３時～  

おひざでえほん  

 

９月８日（火）▼午前 10 時～  ▼午前

11 時～  

布の絵本作成講習会

（全２回）  

９月 29 日（火）、10 月６日（火）午

後１時半～３時半  

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  

９月３日（木）、10 月１日（木）午前

10 時半～  

おはなしのへや  ９月 16 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  ９月５日～10 月 10 日の毎週土曜日午

後２時～  

赤ちゃんおはなし会  ９月 16 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  

９月５日～10 月 10 日の土曜日午前

10 時半～  ＊９月 26 日を除く  

おひざでえほん  ９月 11 日（金）、10 月９日（金）午

前 11 時～  

プチおはなし会  ９月 15 日（火）午後３時～  

おはなしひろば  ９月 26 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  ９月５日～10 月 10 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  

＊９月は、クイズなど

を入れて、より楽しく

過ごせる内容です。  

９月４日～10 月９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）９月  
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