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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  

２０１8 年４月号 (４月１日発行) 第１３２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

当日 
受付 

当日 

受付 

手話通訳 
つき  

４月 23 日は「子ども読書の日」、４月 23 日～5 月 12 日は「こどもの読書週間」  
 

すみだの未来を担う子どもたちに読書を！ 
 

「子ども読書週間」は、「子どもたちにもっと

本を、子どもたちにもっと本を読む場所を」とい

う趣旨のもと、1959 年（昭和 34 年）に始まり

ました。さらに、2001 年（平成 13 年）「子ど

も読書活動推進法施行」により４月 23 日を「子

ども読書の日」として定めました。 

「子ども読書週間」及び「子ども読書の日」は、

「子どもに読書を勧めるだけでなく、大人にとっ

ても子どもの読書の大切さ、子どもの成長にどれ

ほど読書が大切か」を考える取組です。 

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。本計画に基づき、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。 

各図書館・図書室では「子ども読書の日」記念冊子「ぱらぱら･きらきら」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、

各館からのメッセージを掲載していますので、ぜひ、ご覧ください。 

この取組をきっかけに、皆さんも本に親しみ、あるいは家族と一緒に読書の楽しさを味わ

ってみませんか。 

【もくじ】 

・各館の催し  ３面         ・おはなし会、読み聞かせ ４面 

・特集コーナー ５面         ・開館時間等  ６面 
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【子ども読書の日関連おはなし会等の日程】 
 

 ひきふね図書館 

  日時：4 月 22 日（日）午後 2 時～３時 「もっと本が読みたくなるおはなし会」 

    対象：3 歳～小学生 ＊未就学児は保護者同伴 申込：当日直接会場へ 

    内容：ミニブックトーク・パネルシアター・エプロンシアター・読み聞かせ・手遊び など 

     

 緑図書館 

  日時：4 月 21 日（土）午後 3 時～４時 「子ども読書の日おたのしみ会 おはなし会＆形あそび」 

    対象：3 歳～小学生 申込：形あそびは、当日午後２時半から整理券を配布（先着 20 名） 

    内容：絵本の読み聞かせ・絵かき歌・形あそび など   

 

立花図書館 

日時：4 月 21 日（土）午後 2 時～３時 「こども読書の日おはなし会」 

    対象：小学生まで 申込：当日直接会場へ（先着５０名） 

   内容：絵本の読み聞かせ・ブックトーク・手遊び など   

 

八広図書館 

日時：4 月 28 日（土）午前 11 時～１２時 「子ども読書の日 特別企画･工作＆おはなしひろば」  

    対象：小学生まで  申込：当日直接会場へ  

内容：パネルシアター・しかけ絵本・エプロンシアター・大型絵本・プチ工作会 など   

  日時：5 月 12 日（土）午後 2 時～３時 「子ども読書の日 おすすめブックトーク＆工作会」 

    対象：小学生まで 申込：4 月 1１日からカウンターにて受付開始（先着 15 名）  

内容：ブックトーク・工作会 など 

 

東駒形コミュニティ会館図書室 

日時：4 月 7 日（土）午後 1 時～2 時「子ども読書の日 ゆうさんの紙芝居パフォーマンス」 

    対象：幼児～小学 3 年生・保護者 申込：事前に３階事務室にて受付（先着 150 名） 

内容：元ＮＨＫのお兄さんのたのしい紙芝居やマジック、サウンドマイム など 

日時：４月１６日（月）～３０日（月）「ぼくの！わたしの！オススメ本！！」 

  内容：オススメ本を大募集！館内で配布する用紙に記入（先着でガチャガチャ！おたのしみ！） 

     

梅若橋コミュニティ会館図書室 

  日時：4 月 28 日（土）午後 3 時～４時 「こども読書の日 とくべつおはなし工作会」 

    対象：幼児～小学校 申込：当日直接会場へ 

    内容：色々な絵本の紹介（さわる絵本、しかけ絵本）・オリジナルケーキ型しおりの工作 など  

 

横川コミュニティ会館図書室 

日時：4 月 29 日（日）午後 2 時～３時 「子ども読書の日特別おはなし会」     

    対象：乳幼児～小学生・保護者 申込：当日直接会場へ 

内容：手遊び・わらべうた・人形を使ったおはなし など   
 

全館共通の取組 

・記念冊子「ぱらぱら きらきら」を配布しています。 

・リサイクルコーナーに、通常より多く児童書を用意します。 
 

お 知 ら せ 

 

「平成２９年度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 
 各図書館・図書室では、「第 21 回 全国図書館を使った調べる学習コンクール」で、区内の小学生・

中学生が、入賞・優良賞を受賞した作品 19 点を貸し出しします。 

  また、貸出作品に「第 7 回 墨田区図書館を使った調べる学習コンクール」金賞・銀賞を受賞した

作品 5 点を加え、24 作品を特別展示します。区内の児童・生徒の力作を、ぜひ、ご覧ください。 

[展示期間]４月 20 日（金）～５月 16 日（水）[展示会場]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 電話：03-5655-2350 
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■各館の催し 

 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

【パートナーズ企画】 

『ハーバード・ビジネス・

レビュー読書会』 

4 月 14 日(土) 午後 5 時～午後 8 時 <場所>5 階会議室 

<定員>先着 12 名 <参加費>無料 <申込み>直接・電話・メール

でひきふね図書館へ <その他>★テキスト・課題本『DIAMOND

ハーバード・ビジネス・レビュー2018 年 4 月号』 
<内容>4 月号の特集テーマは「その戦略は有効か」です。3 時間の自由

討議をおこないます。1 テーブルで深い議論を志向します。 

『すみだ英語たどくらぶ』 4 月１5 日(日)午後２時～４時 <場所>２階プロジェクトコーナ

ー <参加費>無料 <申込み>直接会場へ <その他>開催中、４階

多読コーナーの本は２階の会場へ移動しますので、ご了承くださ

い。<内容>交流タイム、自分のペースで読書タイム、その他、ブック

トークなど 

【パートナーズ企画】 

『ひきふね寄席』 

４月２１日(土) 午後２時～午後４時 <場所>２階プロジェクト

コーナー <定員>先着５0 名 <参加費>無料 <申込み>直接・電

話・メールでひきふね図書館へ＊詳細は「墨田区立図書館 HP」

「ポスター」「申込付チラシ」を参照ください。※車いす使用の

方、点字資料ご希望の方は申込時にお知らせください。 
<内容>演目「火焔太鼓」「牛ほめ」落語ミニ講座など、小学生にもわか

りやすく披露します。<出演>入船亭扇好師匠の落語塾の素人落語家の

皆さん 

【パートナーズ企画】 

『人生・生きがい、青春、

恋愛・結婚、社会・歴史を

考える読書会』 

4 月 22 日(日)午後 2 時～4 時 30 分 <場所>5 階会議室 <定員

>先着 20 名 <参加費>無料 <申込み>直接・電話・メールでひき

ふね図書館へ <その他>★テキスト・課題本『文藝春秋 三月特

別号』 
<内容>課題図書は、雑誌『文藝春秋 三月特別号』です。第１５８回

芥川賞受賞の２作品を読んでご参加ください。 

【パートナーズ企画】 

『ひきふねお笑いライブ』 

（全４回） 

  
 

５月５日(土) 午後１時半～午後２時半 <場所>２階プロジェク

トコーナー <定員>先着５0 名（小学３年生以下は保護者同伴） 

<参加費>無料 <持ち物>すみだ区図書館・図書室共通利用カード

（かしだし券）<申込み>直接・電話・メールでひきふね図書館へ 

＊詳細は「ポスター」「申込付チラシ」を参照ください。 
<内容>第 1 回「こどもの日ライブ」元気満載のお笑いライブです 

<出演>すみだコメディアンネットワーク オシエルズ他 

【パートナーズ企画】 

ひきふね図書館 

おもてなし課メンバー募集 
『中学・高校生のみなさん！

イベントの企画してみません

か！』 

<内容>図書館の魅力を知り、人が集う図書館を目指した企画を行うな

ど、図書館をより楽しい場所にするための活動〈活動日〉5 月からの

毎月第 3 日曜日午前 10 時～正午 （初回は、5 月 20 日）〈活動場所〉 

ひきふね図書館〈対象者〉区内在住在学の中学生・高校生〈申込み〉

住所・氏名・学校名・学年・電話番号を直接・電話・メールで 4 月 30

日までにひきふね図書館へ 

【立花図書館】 

催し物 日 程 

『館内ツアー ファミリー

編』 

4 月 29 日(日)午前 10 時 30 分～11 時 <場所>立花図書館 

<定員>先着５組 <参加費>無料 <申込み>当日直接立花図書館へ 
<内容>立花図書館の館内案内、便利なサービスについて紹介。今回は

ファミリーにおすすめしたい内容を中心にお伝えします。 
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【東駒形コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

『みんなでつくろう！ 

手形どうぶつえん』 

 

４月 2６日（木）午前 11 時～12 時 <場所>東駒形コミュニテ

ィ会館４階グループ室 <対象>幼児とその保護者 <定員>１０組

２０名 <参加費>無料 <申込み>東駒形コミュニティ会館図書室

カウンターにて予約受付 <内容>みんなの手形、足形を使ってたく

さん動物を描こう。※タオルと着替え、汚れても良い服装でご参加く

ださい。 

 

【梅若橋コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

『児童お楽しみ袋』 4 月 23 日（月）～無くなり次第終了。 

＜場所＞梅若橋コミュニティ会館図書室入口。 

＜対象＞幼児～小学校高学年 
＜内容＞絵本や児童本を三冊、紙袋に入れて貸出します。 

 

【横川コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

『図書館クイズ』 ４月 23 日（月）～5 月 6 日(日) ＜対象＞小学生 
＜内容＞図書館に関するクイズに全問正解すると次のステップの 

クイズにチャレンジできます。 

    ステップ毎に図書室員手製のプレゼントもあります。 

■おはなし会・読みきかせ（4 月１日～5 月１０日） 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 
おはなしのじかん 

４月３日（火）・17 日（火）・５月１日（火） 

午前 11 時～ 

おひざでえほん ４月 24 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 

４月５日（木）・５月１０日（木）午前１０時半

～ 

えほんをよもう ４月１４日（土）午後３時～ 

おはなしのへや ４月１８日（水）午後３時～ 

えいごでえほん ４月２５日（水）午前１０時半～ 

立花図書館 

おはなし会 
４月７日（土）・１４日（土）・２８日（土）・５

月５日（土）午後２時～ 

赤ちゃんおはなし会 

４月 18 日（水）★午前 11 時～★午後 1 時 30

分～、２９日（日）・５月 6 日（日）午前 11 時

～ 

八広図書館 

おはなしとあそびの 
じかん 

４月７日（土）・１４日（土）・２１日（土）・ 

５月５日（土）午前１１時～ 

おひざでえほん ４月 13 日（金）午前 11 時～ 

ぷちおはなし会 ４月 18 日（水）午後 3 時半～ 

東駒形コミュニティ
会館図書室 

おはなしのもり ４月５日（木）・５月１０日（木）午後３時～ 

えいごでおはなし会 ４月１１日（水）・５月９日（水）午後３時～ 

おはなしれっしゃ ４月１７日（火）午前１０時半～ 
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※「子ども読書の日」記念行事・おはなし会については２ページをご覧ください。 
 

                                      

■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 こんな本あったんだ！2017 

 
ティーンズサービス 盤上の思考―将棋・囲碁・チェス 

 
児童書 わくわくする本 

 
プロジェクトコーナー 女性の健康づくり～ひきふね図書館企画展～ 

緑図書館 一般書 桜色の本特集 

  ティーンズサービス 冒険をしよう! 

  児童書 あらたなはじまり－さぁ、しゅっぱつだ！－ 

  絵 本 はるのえほん 

立花図書館 一般書① アニバーサリー 

  

一般書② 生き様 

ティーンズサービス ショートストーリー 

児童書 学校のススメ 

  絵 本 はる 

八広図書館 一般書 使える生活アイデア 

 
おすすめ スマイル～笑える話～ 

 

 

 

ティーンズサービス POSTER×POSTER 

ティーンズサービス はじめての選挙 

児童書 おはなみーつけた！ 

東駒形コミュニティ 一般書① あなたの「へぇ～」がきっとみつかる 

会館図書室 一般書② 科学をちょいかじり 

 ティーンズサービス 「なりたい自分」をさがせ！！ 

 おはなしのもり いっしょにね。 

 
おはなしれっしゃ はっしゃオーライ！しゅっぱつしんこう！ 

梅若橋コミュニティ 一般書① 春の植物を楽しむ 

会館図書室 一般書② Sweet memories 

  児童書 たのしく よもう！ 

横川コミュニティ 一般書 （4 月 15 日まで）気分一新、新生活！ 

会館図書室 
 

（4 月 16 日から）散歩に出かけよう 

  児童書 （4 月 15 日まで）ともだちつくろう！ 

  
 

（4 月 16 日から）いろいろな色 

 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

おはなし会 
４月７日（土）・１４日（土）・２１日（土）・  

５月５日（土）午前１１時～ 

(乳児事業ひよこちゃん 
あそぼう内) 

あかちゃんおはなし会 
４月２６日（木）午前１０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６日（金）・１３日（金）・２０日（金）・  

２７日（金）・５月４日（金）午後３時４５分～ 
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■開館時間 

 

■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 

 

図書館ホームページ (http://www.library.sumida.tokyo.jp) 

図書館電話案内サービス (℡:03-3612-6048) 

ひきふね図書館メールアドレス (HIKIFUNE＠city.sumida.lg.jp) 

 
 

 

 

 

 

         
 

 

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 
東駒形・梅若橋・横川
コミュニティ会館図書室
すみだ女性センター情報資料コーナー  

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 

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 

http://www.library.sumida.tokyo.jp/
TEL:03-3612-6048

