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子どものころの読書は豊かな人生への第

一歩です。「こどもの読書週間」は、大人が子

どもに本を手渡すだけでなく、大人にとって

は子どもの読書の大切さを考える週間です。  

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、この度、第３

次計画を策定しました。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。  

また、図書館等では、「子ども読書の日」

にちなみ、全館で記念冊子「きらきら  ぱら

ぱら」を配布しています。冊子には、４月に

開催されるおはなし会や「子ども読書の日」

にちなんだ事業、おすすめの本をご紹介して

います。また、各館からのメッセージも掲載

していますので、ぜひ、ご覧ください。  

４月 23 日～５月 12 日は、「こどもの読書週間」です 

すみだの未来を担う子どもたちに読書を！  

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）  

独立行政法人  国立青少年教育

進行機構の調査では、子どものこ

ろに読書が多いと、「未来志向」、

「社会性」、「自己肯定」、「意欲・

関心」、「文化的作法・教養」、「市

民性」についての意識･能力が高

くなるとされています。  

豆  知  識  

子どもにもっと本を、本を読む場所をとの願いから、

昭和 34 年に「こどもの読書週間」が誕生しました。子

どもの読書への関心の高まりを受けて、「子ども読書年」

（平成 12 年）から期間が延長され、現在の４月 23 日

（子ども読書の日・世界本の日）～５月 12 日となりま

した。この期間には、図書館・書店・学校を中心に、子

どもに本を手渡す様々な行事が行われています。  

 

の  読  書  こ  ど  も  週  間  

子どもの「生きる力」を育む読書  



点訳講習会  

第１回点訳講習会（全２回）  

 図書館等では、視覚・視野に障害をお持

ちの方へ、点訳された資料を提供していま

す。この度、図書館等で活動している点訳

ボランティアによる講習会を実施します。 

[とき ]４月 17 日（金）・24 日（金）午前

10 時～正午 [ところ ]ひきふね図書館５階

会議室 [定員 ]先着 30 人 [費用 ]無料 [申込

み ]事前に直接または電話で、ひきふね図

書館℡5655-2350 へ  

出入口に衝突緩衝材を設置  

出入口のセキュリティゲートに  

衝突緩衝材を設置  

 「出入口のセキュリティゲートにぶつか

りそうになった」というご意見をいただ

き、自動ドアでゲートが隠れてしまう出入

口に衝突緩衝材を取り付けました。このゲ

ートは、図書館の本・資料のＩＣタグを読

み取る装置で、貸出処理が正しく行われて

いないと、アラームが鳴ります。今後も、

出入口をお通りの際は、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場  催し名  日程  

ひきふね図書館  「子ども読書の日」おはな

し会  

▼４月１日（水）午前 10 時半～  ▼４月

15 日（水）・22 日（水）午後３時～  

緑図書館  こども読書の日おはなし会

＆ミニこうさく会  

４月 15 日（水）午後３時 15 分～  

立花図書館  こども読書の日おはなし会  ４月 18 日（土）午後２時～  

八広図書館  おはなしひろば  ４月 25 日（土）午前 10 時半～  

東駒形コミュニティ会館

図書室  

「子ども読書の日」おはな

し会  

４月 25 日（土）午後３時～  

横川コミュニティ会館図

書室  

子ども読書の日スペシャル

お話会  

４月 29 日（水）午後３時 20 分～  

児童書を使った「ブックビンゴ」を開催し

ます。通常、数字を使うところ、本のタイト

ルでビンゴをします。ビンゴで登場する児童

書は図書館員が一冊一冊選んだすてきな本

ばかりです。本の紹介をしながら進むビンゴ

を、あなたも楽しんでみませんか。  

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）４月  

横川コミュニティ会館図書室  

「図書館クイズ」  

図書館の使い方に関するクイズを、室内に

貼り出します。日ごろ、図書館を使い慣れた

皆さんなら簡単に答えられる問題ばかりで

す。図書館を初めて使う方は、１問 1 問じっ

くり考えながら挑戦してみてください。  

★第１弾★  「子ども読書の日」記念冊子のクイズに正解したら、オリジ  

ナルマグネットをプレゼント。  

★第２弾★  「子ども読書の日」記念冊子のおすすめ本を読んで紹介カー  

ドを書いてくれたら、オリジナルマグネットをプレゼント。  

すてきなプレゼントがもらえる企画（全館）  

注  「子ども読書の日」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。  

八広図書館「ブックビンゴ」  

おはなし会の日程  



 

 

 

 

 

 

４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：こころのメンテナンス  

           児童書：にゅうがく  おめでとう  

           ティーンズサービス：君もおいでよ！  おもてなし課へ  

           プロジェクトコーナー：本を借りて、商店街へ行こう！  

緑図書館        一般書：はる  

           児童書：▼はる  ▼えほんのなかにえほんがいっぱい  

           ティーンズサービス：数  

立花図書館       一般書：社会に出るという事  

           児童書：まだ見ぬ国の物語  

えほんのひろば：のりものだーいすき！  

八広図書館       一般書：▼2014 年新しく入荷した本たち  

▼イライラ解消！  ▼決定★本屋大賞  

           児童書：▼絵本屋大賞特集  ▼スタッフおすすめ  

           ティーンズサービス：本がつながる物語 Vol.１  

東駒形コミュニティ   一般書：新年度からのスタートＢＯＯＫ  

会館図書室       児童書：▼ともだち  ▼おっきなこえでごあいさつ  

梅若橋コミュニティ   一般書：▼散歩  ▼梅若スタッフおすすめ本  

会館図書室       児童書：ご当地ことば（方言）  

横川コミュニティ    一般書：▼桜色コレクション  ▼本の本  

会館図書室       児童書：▼きょうからともだち  ▼雲もくもく  

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）４月  

ひきふね図書館・地域資料担当からのおすすめ  

今月は、墨田区のガイドブックの中から厳選した 4 タイトルをご紹介します。  

区内の名所・旧跡のほか、郷土に関する文学や歴史を豊富な画像でわかりやすく解

説しています。  

東京 10000 歩ウォーキング  

－文学と歴史を巡る－  

▼No.22 墨田区両国・亀戸コース  

▼No.23 墨田区墨東・向島コース  

 

著者：籠谷典子編著、真珠書院編集  

出版社：明治書院  

出版年月・ ISBN：  

▼No.22＝2005 年４月  

4625623111 

▼No.23＝2013 年６月  

9784625624421 

 

すみだ街歩きガイド  

著者：墨田区観光協会  

編：墨田区産業観光部  

出版年月： 2010 年

12 月  

 

向島文学散歩  

著者：すみだ向島文学

のまち実行委員会編  

出版社：すみだ向島文

学のまち実行委員会  

出版年：2010 年  



 

 

 

 

 

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）４月  

■ライブラリー・ファシリテーター養成講座  



 

 

 

 

 

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）４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「まちぐるみ読書会」  



 

 

 

 

 

 

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）４月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■ひきふね図書館おもてなし課メンバーの募集  



 

 

 

 

 

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）４月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■ひきふね図書館パートナーズメルマガ会員の募集  



 

 

■４月１日～５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  

おはなしのじかん  ▼４月７日（火）・21 日（火）午前 10

時半～  ▼５月９日（土）午後３時～  

おひざでえほん  ４月 28 日（火）▼午前 10 時～  ▼午

前 11 時～  

第１回点訳講習会  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  

４月２日（木）、５月７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  ４月４日～５月９日の土曜日午後２時

～  ＊４月 18 日を除く  

あかちゃんおはなし

会  

４月 15 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  

４月４日～５月９日の土曜日午前 10 時

半～  ＊４月 25 日を除く  

おひざでえほん  ４月 10 日（金）、５月８日（金）午前

11 時～  

プチおはなし会  ４月 21 日（火）午後３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  ４月４日（土）午後３時～  

おはなしれっしゃ  ４月 21 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  ４月４日～５月９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  ４月３日～５月８日の毎週金曜日午後

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 27 年（2015 年）４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。  

４月から、毎月第１月曜日も開館します。  

 
■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  

注  各図書館・図書室で実施する「子ども読書の日」関連事業については、１ページ～２ページ  

をご覧ください。  


