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図書館は、子どもからお年寄りまで様々な

方がご利用になる施設です。また、図書館の

本・資料は皆さんの貴重な財産です。図書館

を快適にご利用いただくため、特に知ってお

いていただきたいこと、お守りいただきたい

ことをご案内します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本・資料や周りの人への“思いやり”、“気遣い”、“心遣い”を 

誰もが快適に過ごせる図書館づくり 

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）  

マナーとは、本・資料や周りの人への“思

いやり”、“気遣い”、“心遣い”です。みんな

が優しい心でマナーを守り、誰もが気持ちよ

く図書館を利用できるよう、これからも、皆

さんのご協力をお願いします。  

館内での飲食・喫煙は、

ご遠慮ください。ただし、

一 時 的 な 水 分 補 給 と し

て、キャップ付きのボト

ル飲料に限り、閲覧席等

で飲むことができます。

図書館資料等を汚すこと

のないよう、飲んだあと

は必ずバッグ等に入れて

ください。  

飲食・喫煙  

学習席等を多くの方に

利用していただくため、

また、置き引き・盗難の

防止のため、荷物を置い

たままでの席取りや長時

間の離席はおやめくださ

い。長時間、離席されて

いる場合は荷物をお預か

りすることがありますの

で、ご了承ください。  

席の利用  

携帯電話は、電源を切

るかマナーモードに設定

してください。通話は、

館外または指定の場所で

お願いします。また、携

帯 ゲ ー ム 機 等 の ご 使 用

は、ご遠慮ください。ヘ

ッドホン、イヤホンから

音漏れがしないようご注

意ください。  

携帯電話等の使用  

図書館は、本を読んだ

り調べたりする場所です

から、大きな声やおしゃ

べりはお控えください。

また、お子さまが騒いだ

り走り回ったりするのは

危険ですので、保護者の

方はご注意ください。  

会話・遊び  

館内で利用した本・雑

誌等は、元の場所にお戻

しください。場所が分か

らなくなったときは、カ

ウンターそばの返却棚に

お返しください。  

戻し間違い  

最新の雑誌や新聞は、

多くの方にご利用いただ

けるよう、一人一部ずつ

ご利用ください。  

雑誌・新聞の閲覧  



 

 

 

 

 

資料は汚したり、壊したり、濡らし

たりしないよう、大切に扱いましょ

う。雨天時の返却の際には、特にご注

意ください。返却時には、資料の状態

を確認しております。お借りになった

資料に目立つ汚れ・破損・水濡れがあ

る場合、鑑賞に支障があった場合など

は、お申し出ください。  

DVD を紛失・破損させた場合には、

図書館で購入したものと同様、著作権

者への補償金を含めた金額で弁償し

ていただくことになります。また、CD

などに添付されている解説書も資料

の一部です。取り扱いには、十分気を

付けてください。  

図書館の資料を複写する場合、著作権法上、様々な制限があります。図書館の複写機には、

詳しい内容をお知らせするポスターが貼ってありますので、必ずお読みになり、ご利用くだ

さい。また、図書館の複写機では、図書館の資料以外（ノート、プリント、チラシなど）は

複写できませんので、他の複写サービスをご利用ください。  

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）２月  

ひきふね図書館・地域資料担当からのおすすめ  

みそっかす（岩波文庫）【図書】  

著者：幸田  文  

出版社：岩波書店  

ISBN：4003110412 

父である幸田露伴の没  

後、40 歳で作家業を始  

めた幸田  文の初期の作

品で、寺島尋常高等小学校（現在の第一

寺島小学校）を卒業するまでの想い出を

綴ったエッセイです。露伴や継母をはじ

め、幸田家の家族に関することを中心に

記されており、「おとうと」での独特な家

族関係の発端を窺い知ることができる幸

田  文の代表作です。  

 

おとうと【DVD】  

監督：市川  崑  

主演：岸  恵子、川口  浩  

発売者：角川エンタテインメント  

公開：1960（昭和 35）年  

東京府南葛飾郡寺島村（現在の墨田区東

向島）で生まれ育った作家・幸田  文の、

同名自伝的小説を映画化したものです。文

の実弟である成豊（シゲトヨ）がモデルと

され、作品中の家族関係や舞台となってい

る当時の向島の様子なども、実生活が反映

されています。｢銀残し｣による映像は、独

特のノスタルジーを感じさせ、巨匠・市川  

崑監督の代表作とされている名作です。  

図書館資料は、絶

対に切り取ったり破

いたりしないでくだ

さい。情報が欠落し

てしまい、資料とし

ての価値がなくなっ

てしまいます。また、

書き込み・ページ折

り・付箋付けは、資

料を傷めますのでお

やめください。  

切取り・書込み  

返却期限  

次にお借りになる

方が待っていますの

で、返却期限をお守

りください。限られ

た資料を多くの方に

有効活用していただ

くため、返却期限を

過ぎた資料をお持ち

の方には電話・メー

ル・はがきによる督

促を行っています。

一定期間を過ぎても

返却いただけない場

合、貸出を停止させ

ていただきます。  

資料の複写  

汚れ・破損・水濡れ・紛失  



講座関連展示  

すみだ文化講座関連展示  

昭和 20 年３月 10 日の「東京大空襲」

から 70 年の歳月が流れ、かつての災禍を

思い起こさせる場所も、悲惨な空襲体験を

された方も少なくなりました。  

 そこで、ひきふね図書館では、すみだ文

化講座「大空襲から 70 年と私“平和を探

して生きる”」に合わせ、東京大空襲に関

連したパネルや文献・資料を集めたミニ資

料展を開催しています。戦争の悲劇を風化

させず、次の世代に引き継いでいくため、

ぜひ、お立ち寄りください。  

[展示期間 ]３月 18 日（水）まで [ところ ]

ひきふね図書館４階情報サービスコーナ

ー [問 合 せ ]ひきふね図書館℡ 5655－

2350 

ボランティア講習会  

図書館読み聞かせボランティア講習会  

 子どもの読書活動の推進をめざし、図書

館では、子ども向けのおはなし会を定期的

に開催しています。  

この度、区内で活躍されている読み聞か

せボランティアを講師に招き、絵本の読み

聞かせの基礎や手遊びの講習会を実施し

ます。子どもへ本の世界を紹介する活動

に、あなたも参加してみませんか。  

[とき ]３月６日（金）午前９時半～11 時

半 [ところ ]ひきふね図書館５階会議室 [対

象 ]講習修了後、読み聞かせボランティア

として、主にひきふね図書館で活動できる

方 [定員 ]15 人（選考）[費用 ]無料 [申込み ]

２月 10 日午前９時から直接または電話

で、ひきふね図書館℡5655-2350 へ  

 

 

 

 

 

 

２月の特集コーナー  

施設名         特集コーナーの名称  

ひきふね図書館     一般書：食べ物が出てくる本  

           児童書：あったかいんだから～  

           ティーンズサービス：短歌を身近に感じてもらえる本  

           プロジェクトコーナー：創業支援フェア  

緑図書館        一般書：宮尾  登美子の世界  

           児童書：▼あつまれ！  のりもの  ▼ふゆ  いろいろ  

           ティーンズサービス：中学生がおすすめする本  

立花図書館       一般書：その症状やわらげます！  

           児童書：君たちに知っておいてほしいこと  

えほんのひろば：長ーいけど思わず読んじゃうおハナシ  

八広図書館       一般書：▼本屋大賞ノミネート作品を振りかえる  

▼時代を旅する  ▼片づけましょう  

           児童書：ゆきのなかで…  

東駒形コミュニティ   一般書：あま～いお話  

会館図書室       児童書：▼いろいろおかし  ▼リズムであそぼっ♪  

梅若橋コミュニティ   一般書：▼おかし大好き  ▼あったまるおなべ  

会館図書室       児童書：りょうりってたのしいよ  

横川コミュニティ    一般書：花のお江戸の江戸っ子暮らし  

会館図書室       児童書：はじまりの季節  

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）２月  



 

 

 

 

 

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）２月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■ビジネスマンのための教養講座「ドラッカーを語ろう」ぐるぐる読書会  



 

 

 

 

 

 

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）２月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■つぶつぶかわいい点字の話  

HIKIFUNE@city.sumida. lg. jp  

■お名前・学年 (年齢 )・ご連絡先をお知らせください。 



 

 

 

 

 

 

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）２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「英語脳をつくる！  英語で読書会」  



 

 

 

 

 

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）２月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■創業・経営に役立つ  情報源・ツール活用術講座  



 

 

■２月１日～３月 10 日に開催する催し  

 

 

 

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、４ページ～７ペ

ージを参照  

点字ワークショップ

「バレンタインカー

ドを作ろう」  

２月４日（水）午後３時～４時半  

おはなしのじかん  ▼２月７日、３月７日午前 11 時～  

▼２月 14 日・21 日・28 日午後３時～  

＊いずれも土曜日  

おひざでえほん  ２月 24 日（火）午前 10 時半～  

英語絵本を楽しもう  ２月 25 日（水）午後４時～  

図書館読み聞かせボ

ランティア講座  

３ページを参照  

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  

２月５日（木）、３月５日（木）午前

10 時半～  

おはなしのへや  ２月 18 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  ２月７日～３月７日の毎週土曜日午後

２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  

２月７日～３月７日の土曜日午前 10 時

半～  ＊２月 28 日を除く  

おひざでえほん  ２月 13 日（金）午前 11 時～  

おはなしひろば  ２月 28 日（土）午前 10 時半～  

東駒形コミュニティ会館図書室  

（東駒形 4-14-1）  

℡3623-1141 

おはなしのもり  ２月７日（土）、３月７日（土）午後３

時～  

おはなしれっしゃ  ２月 17 日（火）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  ２月７日～３月７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  ２月６日～３月６日の毎週金曜日午後

３時 45 分～  

キッヅズタウン  ３月７日（土）午後３時～３時半  

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）２月  

■開館時間  

ひきふね図書館・図書室  月曜日～土曜日   午前９時～午後９時  

ひきふね図書館・図書室  ＊こどもとしょしつは午後６時までです。  

ひきふね図書館・図書室  日曜日・祝日    午前９時～午後５時  

その他の図書館・図書室  火曜日～土曜日   午前９時～午後８時  

その他の図書館・図書室  日・月曜日、祝日  午前９時～午後５時  

＊コミュニティ会館図書室は、月曜日の開館時間が午前９時～午後８時です。  

■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  

＊コミュニティ会館図書室は、毎月第１月曜日も休館日です。  


