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 図書館では、子どもの読書活動の推進や図書館利用

の促進をめざし、お子さんの夏休みに合わせた「夏の

おたのしみ会」等を開催します。おはなし会（今号１

ページ）や工作会（今号２ページ）など、楽しみなが

ら本に親しめる企画が満載です。暑い季節は、ぜひ、

家族みんなで涼しい図書館へお越しください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）  

暑い季節は、家族みんなで涼しい図書館へ  

子ども向け「夏のおたのしみ会」 

＊いずれも費用は無料で申込みは不要です。  

＊「夏のおたのしみ会」関連以外のおはなし会については、８ページをご覧ください。  

◆夏のおたのしみ会  

とき：７月 10 日（日）

午後２時～３時  

内容：絵本の読み聞かせ、

パネルシアター、工作「き

らきらレインボー」など  

対象：３歳～小学生の子

どもとその保護者  

定員：先着 30 人  ＊午後

１時半から整理券を配布  

ひきふね図書館  

◆夏のおたのしみ会  

とき：８月 17 日（水）

午後２時～３時  

内容：ちょっとこわいお

はなし会（紙芝居、絵本

など）、ミニ工作会「かわ

いいちょきんばこ」  

対象：小学生以下の子ど

もとその保護者  

定員：先着 40 人  

緑図書館  

◆夏のおたのしみ会  

とき：７月 27 日（水）

午後２時～３時  

内容：人形劇、パネルシ

アター、お話、歌など  

対象：小学生以下の子ど

もとその保護者  

定員：先着 100 人  

八広図書館  

◆なつのこども会  

とき：７月 23 日（土）

午後２時～  

内容：手遊び、読み聞か

せ、パネルシアター、ペ

ープサートなど  

対象：小学生以下の子ど

もとその保護者  

立花図書館  

◆夏のおはなし工作会  

とき：７月 16 日（土）

午後３時～４時  

内容：工作「ペットボト

ル風鈴」、絵本と紙芝居の

朗読、ストーリーテリン

グ（怪談）  

定員：先着 50 人  

梅若橋ｺﾐｭﾆﾃｨ会館  

◆夏の特別おはなし会  

とき：８月 28 日（日）

午後２時～３時  

内容：わらべうた、手遊

び、絵本の読み聞かせな

ど  

対象：小学生以下の子ど

もとその保護者  

横川ｺﾐｭﾆﾃｨ会館  
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■７月の特集コーナー   ＊７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  工房から生まれる美  

  ティーンズサービス あなたの声を政治へ、未来へ  

  児童書  しぜんがいっぱい  

  プロジェクトコーナー 「すみだ環境フェア 2016」に関する展示  

緑図書館  一般書  東北６県  再発見！  

  ティーンズサービス 星空さんぽ☆  

  児童書  
（７日まで）パパだーいすき！、おそらをみると  
（８日から）なにしてあそぶ？  

立花図書館  一般書①  Ｔｅａ  Ｔｉｍｅ  

  一般書②  立花水族館へようこそ  

 ティーンズサービス そろそろ考えてみようかな進路とか…  

 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  うみ  
 ティーンズサービス 18 歳の選挙  

東駒形コミュニティ 一般書①  花火とスカイツリー  

会館図書室  一般書②  本でリオを知る  

 おはなしのもり 
（１日まで）まさかさかさま  
（２日から）かっぱだいしゅうごう  

  おはなしれっしゃ 
（18 日まで）かぞくっていいな  
（19 日から）てあしムギュムギュ  

梅若橋コミュニティ 一般書①  夏休みのおでかけ  

会館図書室  一般書②  オリンピック  

  児童書  夏休み宿題応援  

横川コミュニティ 
会館図書室  

一般書  
（15 日まで）暑中お見舞い申し上げます。  
（16 日から）オリンピックを楽しもう  

 
児童書  

（15 日まで）もうすぐ、なつやすみ  
（16 日から）なつのせいぶつ、だいけんきゅう！  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 28 年（2016 年）７月  

東駒形コミュニティ会館  

◆とんこま図

書室クイズ  

とき：７月 22

日（金）～８

月 31 日（水） 

 

◆調べる学習コンクール  

応援講座  

とき：７月 30 日（土）  

午後１時半～３時  

対象：小学生  

定員：先着 15 人  

申込み：事前に申込みが必要  

◆かっぱ縁日おはなし会  

とき：７月９日（土）午前 10 時～11 時  

内容：工作会「ｶﾗﾌﾙ万華鏡」、読み聞かせ等  

対象：４歳～小学生の子ども  

＊未就学児は保護者の同伴が必要  

定員：▼工作会＝先着 20 人  

申込み：▼工作会＝事前に申込みが必要  

◆夏やすみ子どもク

イズ  

とき：７月 15 日（金）

～８月 31 日（水）  

内容：図書館の本を読

んでクイズに答える

と、プレゼントを贈呈  

対象：幼児、小学生  

八広図書館  

◆夏休みスタンプラリー  

とき：７月 22 日（金）～

８月 31 日（水）  

内容：貸出の際にスタンプ

を１つ押し（1 日１回）、ス

タンプの数によってプレゼ

ントを贈呈  

対象：中学生までの子ども  

横川ｺﾐｭﾆﾃｨ会館  

◆なつの工作会  

とき・内容・対象・定員：８月６

日（土）▼午前 10 時～＝布でつ

くろう！  ヨーヨー・幼児とその

保護者・先着８組  ▼午後２時～

＝ペットボトルでつくろう！  せ

んぷうき・小学生・先着 20 人  

申込み：事前に申込みが必要  

立花図書館  
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今月は 8 月に開催されるすみだ文化講座にちなみ、講師・小林忠氏（国際浮世絵学会  会

長）の著書および区内・江戸東京博物館で開催された監修展覧会の図録をご紹介します。  

 

 
 

                                

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
講師： 小林  忠  氏                  ★ひきふね図書館４階情報サービスコーナーにて 

日時： ８月７日（日） 午後２時～４時         本講座に関連したミニ資料展を同時開催します 

場所： ひきふね図書館  ５階会議室   

定員： 先着５０名（事前申込み） 入場無料  

申込先： ℡０３-５６５５-２３５０  Fax０３-５６５５-２３５1  ひきふね図書館で受付  
※ 手話通訳を希望される場合は ７月１０日（日）までにお申し込みください 

 

ひきふね図書館地域資料担当からのおすすめ  

書名：北斎の美人  －浮世絵ギャラリー２－  

発行：小学館  

「風景画の巨匠」のイメージが強い北斎ですが、美人画でも優れた

作品を多数描いています。本書に収録されているのは北斎美人画全

盛期の５０代前半頃の作品、制作後２００年を経た現代も輝やかし

いオーラを放っています。作品名や索引には読み仮名がふられ、一

部作品の画賛の現代語訳が記載されるなど、浮世絵初心者にもやさ

しい珠玉の一冊です。  

書名：辻惟雄集４  －風俗画の展開－  

発行：岩波書店   

著者は今や大人気の絵師・伊藤若冲の再評価への道を拓いた美

術史家・辻惟雄氏、編集には後輩の小林氏の他、現代を代表する

研究家が参画されています。  

第４巻では、北斎の生涯と画業を多くの挿図と共に詳しく解説、

東京スカイツリー展望デッキに実物大のレプリカが展示されてい

る「江戸一目図屏風」の作者・鍬形蕙斎についても論評されてい

ます。墨田で今年読むのに最適の名論文集です。  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 2８年（2016 年）7 月  

 

書名：ファインバーグ・コレクション展  江戸絵画の奇跡  

発行：読売新聞社   

2013 年、世界的に有名な在外日本美術コレクションのお里帰り展覧会が実現しまし

た。北斎最晩年の肉筆画【源頼政の鵺退治図】は圧巻、他にも、若き日の北斎が学んだ

といわれる勝川春章や俵屋宗理、近年人気の伊藤若冲・琳派など、国境を越えて見る人

を魅了する貴重な名品の数々は、日本が世界に誇る人類普遍の宝です。  

 

 

 

 

書名：ボストン美術館所蔵肉筆浮世絵展  江戸の誘惑  

発行：朝日新聞社   

ボストン美術館所蔵の肉筆浮世絵は世界に一点しかない名宝、本書は 2006 年に開催

された展覧会の図録です。収録されている北斎作品は【鳳凰図屏風】など数点、他にも

かつての墨田を描いた【向島行楽図】（歌川豊春作）など、魅力的な名品が満載です。  
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■中学生向けプログラム「Catch Your Dream」  

 

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）７月  
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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）７月  
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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） 7 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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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） 7 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■シャーロック・ホームズ講演会  



８ 

 

■7 月１日～8 月 10 日に開催する催し  

*「夏のおたのしみ会」関連のおはなし会については、1 ページをご覧ください。  

■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  ▼7 月 5 日（火）・19 日（火）、8 月 2 日（火）

午前 10 時半～  ▼7 月 9 日（土）午後 3 時～  

おひざでえほん  7 月 12 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  

7 月 7 日（木）、8 月 4 日（木）午前 10 時半～  

おはなしのへや  7 月 20 日（水）午後３時 15 分～  

立花図書館  おはなし会  7 月 2 日～8 月 6 日の毎週土曜日午後２時～   

※7 月 23 日を除く  

赤ちゃんおはなし会  7 月 20 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  

7 月 2 日～8 月 6 日の毎週土曜日午前 11 時～   

おひざでえほん  7 月 8 日（金）午前 11 時～  

プチおはなし会  7 月 20 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  7 月 2 日（土）、8 月 6 日（土）午後３時～  

えいごでおはなし会  7 月 13 日（水）午後３時～  

おはなしれっしゃ  7 月 19 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  7 月 2 日～8 月 6 日の毎週土曜日午後３時～  

※7 月 16 日・30 日を除く   

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）  

7 月 7 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   7 月 1 日～8 月 5 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）7 月  
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