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小説『亡国のイージス』で著名な作家・福井晴敏氏が

受賞された文学賞のトロフィー等を、ひきふね図書館で

展示しています。展示品は、福井氏のご厚意によりひき

ふね図書館に貸与されたもので、江戸川乱歩賞など貴重

なトロフィーをご覧いただくことができます。  

福井氏は、向島出身。1998 年に小説『Twelve Y.O.

（トゥエルブ  ワイ  オー）』で作家デビュー。『亡国の

イージス』をはじめ、『終戦のローレライ』、『人類資

金』など、数多くの著作が映画化されています。代表作

の１つ『機動戦士ガンダムＵＣ（ユニコーン）』は小説

300 万部超、アニメ DVD＆BD200 万枚のヒット作と

なっており、2016 年春からテレビ放送もされています。

また、アニメ『宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち』へ

の制作参加（シリーズ構成・脚本担当）も発表されてい

ます。  

福井氏関連の作品は、ひきふね図書館３階「墨田ゆかりの作家コーナー」に所蔵していま

す。また、関連作品の所蔵リストを２階カウンターと 3 階「墨田ゆかりの作家コーナー」で

配布していますので、併せてご利用ください。  

■展示場所  ひきふね図書館  2～3 階階段  展示ケース  

■展  示  品  江戸川乱歩賞正賞シャーロックホームズ像（上写真）、大藪春彦賞顕彰碑、

吉川英治文学新人賞賞牌・賞状、サイン色紙（下写真）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）  

福井晴敏 （ふくい・はるとし）氏  略歴  

1968 年生まれ、向島育ちの作家。1998 年『Twelve Y.O.』

で第 44 回江戸川乱歩賞を受賞。1999 年『亡国のイージス』

で第 2 回大藪春彦賞、第 18 回日本冒険小説協会大賞、第 53

回日本推理作家協会賞長編部門を受賞。2003 年『終戦のロ

ーレライ』で第 24 回吉川英治文学新人賞、第 21 回日本冒険

小説協会大賞を受賞。他の作品に『Op.ローズダスト』『人類

資金』『機動戦士ガンダム UC』など。  
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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）6 月  

●休館します●  

施設の改修工事のため、下記の図書館が休館します。ご理解とご協力をお願いいたします。 

■緑図書館  

 休 館 期 間 9 月 1 日（木）から 9 日（金）まで  

 部分開館期間 9 月 10 日（土）から 11 月 30 日（水）まで  

 休 館 期 間 12 月 1 日（木）から平成 29 年 1 月 4 日（水）まで  

 ※館内の工事に先立ち、7 月から外壁補修などの工事を行います。館内は８月３１日（水）

までは通常どおりご利用になれます。  

※部分開館期間中は、仮設カウンターにて予約資料の貸出と返却ができます。  

■立花図書館  

 休 館 期 間 9 月 1 日（木）から 11 月 30 日（水）まで  

■八広図書館  

 休 館 期 間 11 月 1 日（火）から平成 29 年 1 月 31 日（火）まで  

●第 1 回点訳講習会●  

図書館等では、視覚・視野に障害をお持ちの方へ、点訳された資料を提供しています。こ

の度、図書館等で活動している点訳ボランティアによる講習会を実施します。  

［とき］７月 1 日（金）・８日（金）午前 10 時～正午  

［ところ］ひきふね図書館５階会議室［定員］先着 30 人［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  

★江戸川乱歩賞受賞  

『Twelve.Y.O.』  

（講談社）  

コンピュータウィルス

と謎の兵器「ウルマ」

を使い、米国防総省を

脅迫する「トゥエルブ」

とは何者なのか。  

 

 

 

 

★大藪春彦賞受賞  

『亡国のイージス .』  

（講談社）  

海上自衛隊護衛艦「い

そかぜ」の反乱とそれ

に立ち向かう男たちを

描いた海洋冒険小説の

傑作。  

★吉川英治文学新人賞受賞  

『終戦のローレライ』上・下  

（講談社）  

太平洋戦争末期、特殊

兵器「ローレライ」を

めぐる壮大な物語。役

所広司主演の映画もヒ

ット。  

★テレビアニメ放送中  

『機動戦士ガンダムＵＣ』  

１～１１巻（KADOKAWA） 

現在テレビ放送中のア

ニメの原作本。ほかに

『∀（ターンエー）ガ

ンダム』のノベライズ

も担当。  
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■６月の特集コーナー   ※６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  「１８歳選挙」はじまります！  

  ティーンズサービス  朝の読書におすすめの本  

  児童書  みずのなか  

  プロジェクトコーナー 「フウガドールすみだ」に関する展示  

緑図書館  一般書  時・Ｔｉｍｅ  

  ティーンズサービス  １８歳からの選挙を考える！？  

  児童書①  
（２日まで）ママだーいすき！  

（３日から）パパだーいすき！  

  児童書②  
（２日まで）いろ  いろいろ  かたち  いろいろ  

（３日から）おそらをみると  

立花図書館  一般書①  Ｔｅａ  Ｔｉｍｅ  

  一般書②  生物多様性  

 ティーンズサービス  幽霊・妖怪  

 児童書  宇宙へＧＯ！  

  えほんのひろば  海と山のえほん  

八広図書館  一般書  リフレッシュ  

 
おすすめ  自転車大好き！  

 児童書  虹  

東駒形コミュニティ 一般書①  翻訳家  村上春樹  

会館図書室  一般書②  怖い話・不思議な話  

 おはなしのもり 
（３日まで）花木水土しぜんのチカラ  

（４日から）まさかさかさま  

  おはなしれっしゃ 
（3 日まで）おはよう・いただきます・さようなら  

（4 日から）かぞくっていいな  

梅若橋コミュニティ 一般書①  世界を旅して  

会館図書室  一般書②  異世界へようこそ  

  児童書  あめ  

横川コミュニティ 

会館図書室  
一般書  

（１５日まで）落語  

（１６日から）読んだら食べたくなるかも・・おいしい本  

 
児童書  

（１５日まで）あめとかえるはいつもともだち  

（１６日から）は  は  は（歯）  

 

●こども向けイベント「本所ななふしぎ研究所」を開催します●  

［とき］６月１９日（日）午後 1 時から 3 時まで  

［場所］東駒形コミュニティ会館  3 階学童クラブ室  

［対象］小学生くらいのお子さん  

［内容］おはなし会と工作のあと、大横川親水公園内を散策します。  

（雨天の場合は、館内のみでの開催となります。）  

［定員］先着 20 名（保護者同伴可）［費用］無料  

［申込み］事前に東駒形コミュニティ会館図書室カウンターへ  

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）6 月  

 



４ 

 

 

 

 

 

  

■ビジネスマンのための読書会  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成２８年（２０１６年） 6 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） 6 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■時代小説の楽しみ方「江戸を楽しむ」  
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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） 6 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■ライブラリー・ファシリテーター養成講座  
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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） 6 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  in 墨田」  
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■6 月１日～7 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  

■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  ▼６月７日（火）・２１日（火）、７月５日（火）

午前 10 時半～  

おひざでえほん  ６月２８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  

６月 2 日（木）、７月７日（木）午前 10 時半～  

おはなしのへや  ６月１５日（水）午後３時 15 分～  

立花図書館  おはなし会  ６月４日～７月９日の毎週土曜日午後２時～   

赤ちゃんおはなし会  ６月１５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  

６月４日～７月９日の毎週土曜日午前 11 時～  

※６月２５日を除く  

おひざでえほん  ６月１０日（金）、7 月８日（金）午前 11 時～  

プチおはなし会  ６月１５日（水）午後３時半～  

おはなしひろば  ６月２５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  ６月４日（土）、７月２日（土）午後３時～  

えいごでおはなし会  ６月８日（水）午後３時～  

本所ななふしぎ研究所  ３ページを参照（＊事前申込みが必要）  

おはなしれっしゃ  ６月 21 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  6 月４日～７月９日の毎週土曜日午後３時～   

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）  

６月２日～７月７日の毎週木曜日午前 10 時半

～※６月１６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   ６月３日～７月８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） 6 月  


