
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“読書の秋”、本とともに過ごす時間を満喫しませんか？ 

読書を推進する図書館の取組をご紹介 

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）  
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読書週間に合わせた  

全館共通の取組  ＿  

読書週間に合わせ、全

館に設置しているリサイ

クルコーナーの本を、通

常よりも多く提供してい

きます。  

ひきふね図書館の取組  

10 月 17 日（金）～11

月 19 日（水）に、『ひき

ふね図書館員が選ぶ「コ

コロに残る本」』をテーマ

として、心を震わせる名

著を特集します。  

東駒形コミュニティ  

＿会館図書室の取組  

読書週間に合わせ、「書

き出しで選ぶ一冊」を特

集します。書き出しの一

文から受ける直感で、本

を選んでみませんか。  

 11 月３日の文化の日を挟んだ２週間（10 月 27 日

～11 月９日）は、「読書週間」です。この期間には、

墨田区立図書館をはじめ、全国で読書推進に関する催

し・取組が実施されます。今月号では、１面で「読書

週間」の歴史を、２面で墨田区立図書館が常時、実施

している読書を推進する取組をご紹介します。  

 

■「読書週間」の歴史を紐解く  

 「読書週間」の前身となる「図書週間」は、日本図

書館協会により大正 13 年に制定されました。昭和８

年には、「図書館週間」と改称され、出版界では「図書

祭」が開催されていましたが、戦争の影響で、昭和 14

年に廃止されてしまいました。  

 終戦後の昭和 22 年、読書の力によって平和な文化

国家をつくろうと、日本出版協会、日本図書館協会、

取次事業者、書店、その他の報道・文化関連の団体に

より第１回目の「読書週間」が１週間、行われました。  

期間延長の要望が高く、２回目以降は２週間となり、現在まで続いています。  

墨田区立図書館では、読書週間に合わせ、次のような取組を実施します。“読書の秋”のこ

の機会に、ぜひ、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 26 年（2014 年）10 月  

ティーンズサービス  

 

●ティーンズコーナーの設置  

 中学生や高校生を中心としたティー

ンズ世代のために、興味・関心の高い資

料や、読書の楽しさ・大切さを伝える資

料を収集しています。また、ティーンズ

コーナーの魅力的な雰囲気づくりにも

力を入れています。  

●てぃーんず情報紙「10 代のための本

棚」の発行  

 ティーンズ世代のための記事や新刊

本の紹介を掲載した情報紙を、年４回発

行し、区内の中学校の全校生徒に配布し

ているほか、小学校・高校の図書室等で

も配布しています。  

●ティーンズ向けの催し  

墨田区ひきふね図書館パートナーズ  

 

ひきふね図書館パートナーズは、図書

館を地域社会の発展に繋がる場として

活用し、図書館利用の促進と読書活動の

推進を目的に活動しているボランティ

ア団体です。図書館に望ましい事業・サ

ービスを自ら考え、図書館と協働で読書

会や講座、催しなどを実施しています。 

活動の一つとして、寄贈された本に寄

贈者や借りた方（読者）がメッセージを

綴ることで人の縁を紡いでいく「まちラ

イブラリー」を実施しています。この活

動が、区民と行政の協働により実施され

ており、まちづくりに貢献していること

が評価され、「マイクロライブラリーア

ワード」（賞）を受賞しました。  

 

児童サービス  

 

 子どもの読書活動は、言葉を学び、感

性を磨き、表現力を高め、想像力を豊か

なものにします。図書館では、子どもと

本を結び付け、読書を通じて心身ともに

成長できるよう活動を展開しています。 

 

●ブックスタート  乳児健診の際、絵

本・図書館事業案内をプレゼント  

●行事  素話・素語りや、読み聞かせ、

パネルシアターなどを定期的に開催  

●学校支援  学校図書館を定期的に図

書館員が訪問するほか、出張おはなし会

（読み聞かせ、ブックトーク）や図書館

見学、職場体験学習、団体貸出等を実施  

●ブックリストの作成・配布  

 

図書館を利用することが  

不自由な方へのサービス  

 

●障害や加齢のため目が不自由な方へ  

 視覚・視野の障害をお持ちの方や、加

齢により小さ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」、録音図書（ＣＤ・カセット）、点

字図書等を貸し出しています。  

●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。  



 

 

 

 

 

 

ボランティア講座  

ブックトークボランティア講座（全４回） 

 図書館では、子どもたちに本の魅力を伝

えることで、読みたい気持ちを育み、読書

の世界を広げるブックトークに取り組ん

でいます。  

この度、本と子どもをつなぐ架け橋とな

るブックトークの講座を開催します。ぜ

ひ、ご参加ください。  

[とき ]10 月 23 日（木）・29 日（水）、

11 月 12 日（水）・26 日（水）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 ]講座修了後、ブックトークボ

ランティアとして区内の小学校等で活動

でき、全日程参加できる方 [定員 ]先着 25

人 [費用 ]無料 [申込み ]事前に電話で、ひき

ふね図書館℡5655－2350 へ  

10 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：ひきふね図書館員が選ぶ「ココロに残る本」  

           児童書：小さい秋みつけた  

           ティーンズサービス：おもてなし課がオススメする！  秋の本  

           プロジェクトコーナー：走れ！ 移動図書館 本でよりそう復興支援 

緑図書館        一般書：食べることは生きること  

           児童書：▼おいしい秋  ▼ハロウィン・かぼちゃ・魔女  

           ティーンズサービス：絵画の謎を解く！  

立花図書館       一般書：エッセイ  

           児童書：数の不思議  

えほんのひろば：おなかがすいた！  

八広図書館       一般書：▼嘘  ▼災害について考えてみませんか？  ▼昔のあそび 

           児童書：▼おいしいもの  ▼お米日記  

東駒形コミュニティ   一般書：▼カバンに一冊エッセイを  ▼書き出しで選ぶ一冊  

会館図書室       児童書：▼たんけん！  はっけん！  あきのもり  

▼いっぱいたべておおきくなろう！  

梅若橋コミュニティ   一般書：▼おいしい秋  ▼錯覚を楽しむ  

会館図書室       児童書：たのしいよる  

横川コミュニティ    一般書：美を巡る  

会館図書室       児童書：秋の絵本はもりだくさん！  

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）10 月  

協力者養生講習  

墨田区立図書館高齢者サービス  

協力者養成講習（全６回）  ○  

 図書館では、特別養護老人ホームなどの

高齢者施設において、定期的に絵本の読み

聞かせや紙芝居の上演などを行っていま

す。この取組にご協力くださる方を対象

に、講習会を実施します。  

[とき ]10 月 15 日（水）・22 日（水）・

29 日（水）、11 月 6 日（木）・19 日（水）・

26 日（水）午後２時～４時 [ところ ]ひき

ふね図書館５階会議室、特別養護老人ホー

ム東京清風園（立花 1－25ー12）[対象 ]

講習修了後、区内の高齢者施設で活動でき

る方 [定員 ]20 人（抽選）[費用 ]無料 [申込

み ]直接または電話で 10 月 10 日までに、

ひきふね図書館℡5655-2350 へ  



主催：墨田区立ひきふね図書館  

実施：墨田区ひきふね図書館パートナーズ  

 

 

 

 

 

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）10 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■ワーキングママのための実践講座「ママを楽しむ！  キャリア再考読書会」（全３回）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）10 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■経営者向け「流行のビジネス書籍“エッセンスを体感してみませんか？”」  



 

 

 

 

 

 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 26 年（2014 年）10 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「走れ！  移動図書館：本で寄り添う復興支援」 



 劇場アニメ「三国志」三部作を８月 23 日から、毎週土曜日３回（のべ７時間）にわたる上映会

は、101 名の方が参加され、大盛況で、終了させていただきました。御礼を申し上げます。 

 上映後のアンケートに記載していただいたご感想を、一部ですが掲載させていただきました。 

精進してまいります。 

 

 

 

 

 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 26 年（2014 年）10 月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■夏休み上映会「三国志」開催報告  



 

 

■10 月１日～11 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  ▼10 月４日、11 月１日午前 11 時～  

▼10 月 11 日・18 日・25 日、11 月

８日午後３時～  ＊いずれも土曜日  

おひざでえほん  10 月 28 日（火）午前 10 時半～  

英語絵本を楽しもう  10 月 22 日（水）午後４時～  

墨田区立図書館高齢

者サービス協力者養

成講習  

３ページを参照  

ブックトークボラン

ティア講座  

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  

10 月２日（木）、11 月６日（木）午前

10 時半～  

おはなしのへや  10 月 15 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  10 月４日～11 月８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  

10 月４日～11 月８日いずれも土曜日

午前 10 時半～  ＊10 月 25 日を除く  

おひざでえほん  10 月 10 日（金）午前 11 時～  

おはなしひろば  10 月 25 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  10 月４日（土）、11 月１日（土）午後

３時～  

おはなしれっしゃ  10 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  10 月４日～11 月１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  10 月３日～11 月７日の毎週金曜日午

後３時 45 分～  ＊10 月 24 日を除く  

秋のおたのしみ会  10 月 24 日（金）午後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 26 年（2014 年）10 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。  


