
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975 年 12 月９日、国連で「障害者の権

利宣言」が採択されました。また、日本の障

害者基本法では、障害者の社会参加の促進等

をめざし、12 月３日～９日を「障害者週間」

と定めました。  

図書館では、視覚障害など、図書館を利用

することに様々な障害がある方のために、ボ  

 

 

12 月３日～９日は、「障害者週間」です 

図書館利用に障害がある方へのサービス 

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）  

ランティアの協力を得て、音訳資料（録音テ

ープ、CD-ROM）の作成や対面朗読を実施す

るなどのサービスを提供しています。ここで

は、障害者サービスの一部をご紹介します。  

 また、ひきふね図書館では、12 月 17 日

（水）まで、障害者サービスの情報展を開催

しています。ぜひ、ご覧ください。  
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一般の本をそのままで読むことのできない方へ  

視覚・視野の障害をお持ちの方や、弱視・高齢で細か

い文字を読むことが困難な方へ、大きな活字で印刷され

た「大活字本」や、手書き・ワープロで大きな字にした

「拡大写本」、音訳資料（録音テープ、CD-ROM）、点

字図書等を貸し出しています。また、点訳や対面朗読な

どのサービスも行っています。  

★大活字本の作成・提供  

★拡大写本の作成・提供  

★音訳資料の作成・提供  

★点字図書の作成・提供  

★マルチメディア DAISY 

図書の提供  

★対面朗読サービス  

自閉症や学習障害をお持ちの方等へ  

学習障害（LD）・読字障害（ディス

レクシア）などにより本を読むことが

苦手な方や、通常の読書に困難を感じ

る方へ、「マルチメディア DAISY 図書」

を貸し出しています。これは、文字や

音声、画像を組み合わせて、内容の理

解を補助するものです。また、文字の

大きさ・色・行間などを変更すること

ができるため、ご高齢の方や弱視の方

にも便利にお使いいただけます。  



点字ワークショップ「クリスマスカードを作ろう」  

 「点字」は、視覚に障害をお持ち方が手で触って読む特殊な

文字と考えられがちですが、規則さえ覚えてしまえば誰でも読

み書きすることができます。６つの点で１つの文字を表す「点

字」で、オリジナルのクリスマスカードを作ってみませんか。  

[とき ]12 月７日（日）午後１時半～４時半 [ところ ]ひきふね図

書館プロジェクトコーナー（２階） [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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会場  日程  内容等  

ひきふね図書館  12 月７日（日）午後

２時～３時  

[内容 ] ペープサート「へっこきよめさま」、パネ

ルシアター、おはなしなど  [定員 ]先着 40 人  

緑図書館  12 月 17 日（水）午

後３時 15 分～４時  

[内容 ]ペープサート「へっこきよめさま」、ミニ

工作会など  [定員 ]先着 60 人  

立花図書館  12 月 13 日（土）午

後２時～３時  

[内容 ]ちいさな人形劇、おはなしなど  [定員 ]先

着 30 人  

八広図書館  12 月 19 日（金）午

後２時～２時 45 分  

[内容 ]人形劇「だんごどっこいしょ」、パネルシ

アターなど  [定員 ]先着 100 人  

東駒形ｺﾐｭﾆﾃｨ会館

図書室  

12 月 13 日（土）午

後３時～４時  

[内容 ]読み聞かせ、工作など  [定員 ]先着 15 人  

[申込み ]事前に直接、東駒形ｺﾐｭﾆﾃｨ会館図書室へ  

梅若橋ｺﾐｭﾆﾃｨ会館

図書室  

12 月 20 日（土）午

後３時～４時  

[内容 ]大型絵本「まどからおくりもの」、手品、

クイズ  [定員 ]先着 40 人  

＊東駒形ｺﾐｭﾆﾃｨ会館図書室の催し以外、申込みは不要です。当日、会場へお越しください。  

おはなしの会  つくしんぼ 

平成７年９月、おはなし会を開催する区内初のサ

ークルとして「おはなしの会  つくしんぼ」が誕生

しました。子どもから大人まで誰もが楽しめる「お

はなし」を通して夢のある時間を一緒に過ごせるよ

う、区内の図書館・図書室・児童館・子育て施設・

高齢者施設等で活動しています。おはなし会の内容

は、絵本や紙芝居、手遊び、エプロン・パネルを舞

台に絵・人形を動かしながらお話を紹介する「エプ

ロンシアター」、「パネルシアター」などを用いて、

多種多様なプログラムを実施しています。  

ブックサークル「玉手箱」 

平成 22 年７月、多くの方に本やお話

の楽しさ、図書等の活用方法を伝えてい

くとともに、読書活動の環境づくりを進

めるため、図書館業務経験者や図書ボラ

ンティア経験者が、ブックサークル「玉

手箱」を設立しました。主な活動として、

おはなし会や工作会、ブックトーク、人

形劇など、子どもが楽しめるイベント等

の出張サービスや、病院内の図書室の整

備などを行ってきました。  

冬のおたのしみ会に登場する
ボランティア団体と、開催日程
をお知らせします。  



 

 

 

 

 

 

12 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：１９６８  

           児童書：ふゆのおたのしみ  

           ティーンズサービス：「声部  in ひきふね図書館」展  

           プロジェクトコーナー：▼障害者サービス  

▼「寺中落研  落語会」関連展示  

緑図書館        一般書：本屋大賞  

           児童書：▼クリスマスのえほん  ▼おみせやさん  

           ティーンズサービス：はたらくって、どんなこと？  

立花図書館       一般書：スッキリ、サッパリ   

           児童書：ザ・チャレンジ  

えほんのひろば：クリスマスの絵本  

八広図書館       一般書：▼クリスマス  ▼書評に載った本  

           児童書：じゅんび  

東駒形コミュニティ   一般書：手仕事をめぐる旅  

会館図書室       児童書：▼ぬくぬく～の  ほかほか～で  おなかいっぱい  

▼いろであそぼう  

梅若橋コミュニティ   一般書：▼音楽  ▼錯覚をたのしむ  

会館図書室       児童書：クリスマス  

横川コミュニティ    一般書：映像化された本  

会館図書室       児童書：森のいきもの  冬  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 26 年（2014 年）12 月  

赤穂浪士【DVD】  

原作：大佛次郎  監督：松田定次  

主演：片岡  千恵蔵  発売者：東映ビデオ  

資料 ID：336018841 

 

元禄 15 年 12 月 14 日、赤穂四十七士が

本所松坂町 (現在の両国三丁目 )の吉良邸に

討ち入り、本懐を遂げるまでのお馴染のス

トーリーです。数ある「忠臣蔵」の映画の

中でも、この作品は、当時の東映が「東映

創立 10 周年記念」として、東映時代劇黄

金期のオールスターを大結集させたもの

で、豪華配役陣による演技や名場面が魅力

となっています。  

下町へいらっしゃい  浅草すみだめぐり  

【図書】  

著者：竹ノ内  ひとみ  

出版社：イースト・プレス 

       資料 ID：316906239 

 

墨田区で生まれ育った

著者が描く、ガイドブック的コミックエ

ッセイです。墨田区出身ならではの地元

ネタや豆知識が掲載されていて、郷土に

関する知識をわかりやすく知ることがで

きます。ノスタルジックな話などからは、

著者の地元に対する愛着を感じ取ること

ができます。  

ひきふね図書館地域資料担当のおすすめ地域資料  
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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「2015 年の幸運を引き寄せる読書会」  



 

 

 

 

 

 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 26 年（2014 年）12 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■光るクリスマスツリーと点字のクリスマスカード作り  
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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「ファイナンシャルプランナーと話す、お金の話」  
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墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■お正月は図書館で「すごろく」しましょ！  
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■12 月１日～平成 27 年１月 10 日に開催する催し  

＊このほかに開催する「冬のおたのしみ会」は、２ページをご覧ください。  

 

 

 

 

 

 

 

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  

おはなしのじかん  ▼12 月６日午前 11 時～  ▼12 月 13

日・20 日、平成 27 年１月 10 日午後

３時～  ＊いずれも土曜日  

おひざでえほん  12 月９日（火）午前 10 時半～  

英語絵本を楽しもう  12 月 24 日（水）午後４時～  

点字ワークショップ      

「クリスマスカード

を作ろう」  

２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  

12 月４日（木）、平成 27 年１月８日

（木）午前 10 時半～  

立花図書館（立花 6-8-1-101） 

℡3618-2620 

おはなし会  12 月６日・20 日・27 日、平成 27 年

１月 10 日いずれも土曜日午後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  

12 月６日～平成 27 年１月 10 日の毎

週土曜日午前 10 時半～  ＊平成 27 年

１月３日を除く  

おひざでえほん  平成 27 年１月９日（金）午前 11 時～  

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  12 月６日（土）、平成 27 年１月 10

日（土）午後３時～  

おはなしれっしゃ  12 月 16 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  12 月６日・13 日・27 日、平成 27 年

１月 10 日いずれも土曜日午後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  12 月 26 日（金）、平成 27 年１月９

日（金）午後３時 45 分～  

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 26 年（2014 年）12 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。  


