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図書館では、利用状況や休刊・廃刊等の状況を勘案し、年に１回購入雑誌の見直しを行っ

ています。今年度から新たに以下の雑誌を購入しています。ぜひご利用ください。  

雑誌名  発行所  刊別  発売日  所蔵館  内容  

ＥＮＧＩＮＥ（エンジン） 新潮社  月刊  26 日  横川  自動車を愛する「大人」の男性の

ためのライフスタイル誌  

２ｎｄ（セカンド）  エイ出版  月刊  16 日  横川  ３０代男性をメインターゲットと

するファッション誌  

Software Design 

（ソフトウェアデザイン） 

技術評論社  月刊  18 日  梅若橋  ＯＳとネットワーク、ＩＴ環境を

支えるエンジニアの総合誌  

小さな蕾（つぼみ）  創樹社  月刊  29 日  ひきふね  世界の古美術・骨董の専門誌  

 

法学セミナー  日本評論社  月刊  12 日  ひきふね  司法試験をはじめ法律を志す人の

ための総合情報誌  

料理通信  料理通信社  月刊  6 日  八広  国内外の“食の最前線”を伝える

フードマガジン  

ＷＩＲＥＤ（ワイアード） コ ン デ ナ ス

ト・ジャパン  

奇月  10 日  横川  世界で最も影響力のある米国のテ

クノロジーメディアの日本語版  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区立図書館のホームページ（ http://www.l ibrary.sumida.tokyo. jp）  

図書館電話案内サービス℡３６１２－６０４８  

雑誌の最新号は、原則次号が発売されるまで館

外貸出ができません。館内でご利用ください。

最新号を館内でご利用の際は、１冊ずつお取り

いただき、長時間のご利用はご遠慮ください。  

墨田区の図書館で所蔵していない雑誌は、他区

の公共図書館などから取り寄せることができま

す。ただし、所蔵区の貸出ルールが適用される

ため、取寄せに時間がかかる場合があります。  

最新号の予約受付は、各図書館に納品され図書

館システムに登録された時点から開始します。

流通の都合等により発売日と納品日に誤差が

出る場合がありますが、ご了承ください。  

東駒形コミュニティ会館図書室は、工事のため

平成２８年１月４日まで休館しています。東駒

形のみで所蔵している雑誌は、休館期間中は立

花図書館でご利用いただけます。  

最新号の貸出について 最新号の予約について 

区内に所蔵していない雑誌について 東駒形休館中の雑誌の取扱いについて 
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田舎暮らしの本（宝島社／月刊）  

「田舎暮らし」に関心がある人のための唯一の

雑誌。売家情報、菜園の作り方といった基礎知

識から、実際の移住例まで幅広く掲載。I ターン、

U ターン希望者のバイブル！  

ちゃぐりん（家の光協会発行／月刊）  

ＪＡグループの発行する【食農教育】がテーマ

の子ども向け雑誌です。よみものや漫画、料理

や工作を通じて農業、自然、いのちの大切さを

学ぶことができます。  

江戸楽（エー・アール・ティ／月刊）  

「江戸を知れば、東京はもっと楽しい」をモッ

トーに江戸の文化、歴史、人物などを紹介。元

NHK アナウンサー松平定知氏の隅田川に関す

るエッセイも掲載。  

Nikkin Money（日本金融通信社／月刊）  

女性をメインターゲットとしたマ

ネー＆生活情報誌です。旬のマネー

情報や金融機関の最新ニュースを

わかりやすく解説しています。  

おりがみ（日本折紙協会／月刊）  

季節に合わせた折り紙の折り方  

を紹介する雑誌です。簡単に折  

れるものから複雑なものまで載  

っており、子どもから大人まで楽しめます。  

パピルス（幻冬舎／隔月刊）  

日本の文学界をリードする実力若手作家の作品

を紹介する文芸誌。小説のほか、アーティスト

や俳優へのインタビューやエッセイなど、バラ

エティーに富んだ内容。  

クーリエ・ジャポン（講談社／月刊）  

「ニューヨーク・タイムズ」、「ル・モンド」な

ど、世界各国のメディアから厳選した記事を掲

載。グローバルな視点や教養を身につけられる

雑誌です。  

Hir@gana Times（ヤック企画／月刊）  

外国人向けの雑誌です。記事はすべて日・英併

記で、日本語学習のためのページもあります。

日本語教育を学んでいる方や外国人と仲良くな

りたい方にもおすすめ。  

蕎麦春秋（リベラルタイム出版社／季刊）  

日本蕎麦の専門誌です。お店やイベントの紹介、 

関係者へのインタビューやエ

ッセイなどを掲載。蕎麦文化の

奥深さを知ることができます。 

孫の力（木楽舎／隔月刊）  

異世代との交流から心身に栄  

養を補給し、毎日を楽しむ。  

お孫さんのいる方にもいない  

方にも読んでもらいたい生活応援雑誌です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 27 年（2015 年）６月  

「すみだ環境フェア 2015」に出展します  

６月は、環境月間です。図書館では「１冊の本を多くの皆さんとシェア」しています。【環

境】という視点から考えてみると、図書館は物を大切にする気持ちに支えられた「環境にや

さしい施設」であるといえるかもしれません。そこで、【環境】を通じて図書館の魅力を再

認識していただけるよう、「すみだ環境フェア 2015」に出展します。  

[ひにち ]６月 27 日（土）※「環境フェア」は 23～ 28 日に行っていますが、図書館の出展は 27 日のみとなります。  

[ところ ]すみだリバーサイドホール（区役所２階） [問合せ ]ひきふね図書館  

◆出展ブース  ［とき］午前１０時～午後３時［内容］点訳資料の展示など  

◆まきまきベル作り  ［内容］点字用紙の切れ端を使ったエコ工作 [とき ]  午前 10 時半～

／午前 11 時 15 分～／午後１時～／午後２時～ [定員 ]各先着 12 名 [費用 ]無料 [申込み ]

当日、直接会場へ  

[問合せ ]ひきふね図書館℡5655-2350 
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■６月の特集コーナー  

施設名  テーマ  

ひきふね図書館  一般書：富山和子「自然と人間  生きているシリーズ」  

ティーンズサービス：やっぱりかわいい“猫のおはなし”  

児童書：むしのほん  

緑図書館  一般書：絵画  

ティーンズサービス：時代小説十冊勝負！  

児童書：あつまれ！のりもの／パパ  だーいすき！  

立花図書館  一般書：古き良き明治時代  

児童書：僕のヒーロー  

えほんのひろば：アニメになったお話し  

八広図書館  一般書：おそうじ＆おでかけ／おいしそうな本  

児童書：なぞだらけ  

梅若橋コミュニティ  

会館図書室  

一般書：名言集／梅若スタッフおすすめ本  

児童書：おとうさん、おとうちゃん、パパ  

横川コミュニティ  

会館図書室  

一般書：梅雨の季節を楽しもう／富士山  

児童書：ぼくもわたしもおしゃれしたい／あめあめふれふれ  

 

横川コミュニティ会館図書室  工作会  

６月にぴったりな工作とおりがみを楽しみます。  

[とき ]６月 27 日（土）午後 2 時～3 時半 [ところ ]横川コミュニティ会館 4Ｆグループ室  

[対象 ]幼児・小学生（保護者の参加も可）［費用］無料 [申込み ]当日直接会場へ  

「芸者の粋と意地  向島  花柳界に舞う女たちの生き様」  

著者：出馬康成  出版社：角川学芸出版  

ISBN：978-4-04-621606-9 

現在でも１００人の芸者が所属するという向島花街。現役の芸者さん  

や半玉さん、置屋のおかあさんや料亭の女将さんといった花柳界で活  

躍する女性たちへのインタビューをもとに、花街の歴史や花柳界の仕  

来り、向島花街の現状などをまとめたドキュメンタリー。  

タリー。  

「向島」  著者：領家高子  

出版社：日本経済新聞出版社（日経文芸文庫）  

ISBN：978-4-532-28054-3   

向島で生まれ芸者として生きる２５歳の芳恵の恋愛と成長を描い

た小説です。スカイツリー開業前の少し懐かしい花街の風景と、

そこに生きる芸者たちの姿が瑞々しく描かれています。シリーズ

に『墨堤』、『言問』があります。  

 

ひきふね図書館地域資料担当のおすすめ資料  

 

 

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）６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 27 年（2015 年）６月  

■小学生のための図書館＆データベース活用方法セミナー  
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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 27 年（2015 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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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）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  

■浴衣で！  読書会  
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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）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  

■おもてなし課  活動報告 vol.１  
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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 時から午後 9 時まで  

＊こどもとしょしつは午後 6 時まで  

日曜日・祝日  午前 9 時から午後 5 時まで  

緑・立花・八広図書館  火～土曜日  午前 9 時から午後 8 時まで  

日曜日・月曜日・祝日  午前 9 時から午後 5 時まで  

梅若橋・横川コミュニティ会館

図書室  

月～土曜日  午前 9 時から午後 8 時まで  

日曜日・祝日  午前 9 時から午後 5 時まで  

＊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

ふね図書館までお願いします。  

 

■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  ６月２日（火）・16 日（火）、７月７

日（火）午前 10 時半～  

英語を楽しもう♪  ６月３日（水）・10 日（水）午前 10

時半～  

おひざでえほん  ６月 23 日（火）▼午前 10 時～  ▼午

前 11 時～  

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  

６月４日（木）、７月２日（木）午前

10 時半～  

おはなしのへや  ６月 17 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  ６月６日～７月４日の毎週土曜日午後

２時～  

赤ちゃんおはなし会  ６月 17 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  

６月６日～７月４日の土曜日午前 10 時

半～  ＊６月 27 日を除く  

おひざでえほん  ６月 12 日（金）、７月 10 日（金）午

前 11 時～  

プチおはなし会  ６月 16 日（火）午後３時～  

おはなしひろば  ６月 27 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  ６月６日～７月４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  ６月５日～７月 10 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）６月  

-８ - 


