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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  

２０２1 年 2 月号 (2 月１日発行) 第１６４号 

 

 

 

 

 

 

   
※2020 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの貸出回数を集計しています。 

墨田区立図書館ホームページからは、年間の貸出や予約ベスト、話題の本などを見ることがで

きます。人気のある資料は予約が入ることもございます。在庫有りの場合にはそのまま『予約か

ご』へ入れることができ、後で検討したい場合には『★お気に入り』に登録することができます。 

 資料の貸出の際に、ご活用ください。 

順位 タイトル 著者名 出版社 出版年月 貸出件数 

1 だるまさんが 
かがくいひろし／
さく 

ブロンズ
新社 

2008 年 01 月 295 

2 
あかちゃんはーい(まねっこえほん
ボードブック版 2) 

いしかわこうじ／
作・絵 

ポプラ社 2012 年 02 月 264 

3 コンビニ人間 村田沙耶香／著 文藝春秋 2016 年 07 月 259 

4 
だるまさんの(かがくいひろしのフ
ァーストブック) 

かがくいひろし／
さく 

ブロンズ
新社 

2008 年 08 月 254 

5 
しろくまちゃんのほっとけーき(こ
ぐまちゃんえほん 3) 

わかやまけん／
[絵] 森比左志／
[文] わだよしお
み／[文] 

こぐま社 1980 年 249 

6 おべんとうバス 真珠まりこ／作・絵 
ひさかた
チャイル
ド 

2006 年 01 月 237 

7 
ノンタンはみがきはーみー 2 版
(赤ちゃん版ノンタン 8) 

キヨノサチコ／
作・絵 

偕成社 2009 年 02 月 236 

8 
おつきさまこんばんは(福音館 あ
かちゃんの絵本 くつくつあるけ
のほん 4) 

林明子／さく 
福音館書
店 

1986 年 06 月 227 

9 
嫌われる勇気(自己啓発の源流「ア
ドラー」の教え) 

岸見一郎／著 古
賀史健／著 

ダイヤモ
ンド社 

2013 年 12 月 227 

10 
もこもこもこ(ぽっぽライブラリ 
みるみる絵本) 

谷川俊太郎／作 
元永定正／絵 

文研出版 1977 年 04 月 227 
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■2 月の特集コーナー  

 ※2 月１日現在のテーマです。月の途中で変わる場合があります。 

施設名 場所 テーマ 

ひきふね図書館 一般書 多様な視点をヨム 
 ティーンズサービス 『10 代のための本棚』で紹介した本 
 児童書 おにいさん、おねえさん おすすめえほん 

 児童書（ミニ） 
せつぶんとオニ（3 日まで） 

さむいときにはからだをうごかそう！（4 日から） 

立花図書館 一般書① ３６５日 

  

一般書② 境界 

ティーンズサービス もえもえ 

児童書 みずはめぐる 

  絵 本 とり？ 

八広図書館 一般書 ペット 
 おすすめ ホッと一息 

 

 

ティーンズサービス ノベライズ本 

児童書 ２５２５（にこにこ）えほん 

東駒形コミュニティ 催事特集 カラダをうごかそう！ 

会館図書室 一般書 おうち時間を楽しもう！ 

 ティーンズサービス Ｐｒｅｓｅｎｔ ｆｏｒ Ｙｏｕ 

 おはなしのもり  へんしん！えほん 
 おはなしれっしゃ おうちで あそぼう 

梅若橋コミュニティ 一般書 学ぶということ 

会館図書室 児童書 ぽかぽかえほん 

横川コミュニティ 一般書 想う（14 日まで） 

会館図書室  胸はって行こう（15 日から） 

  児童書 だいすきってすてき（14 日まで） 

  
 

にゃーにゃーにゃー！（15 日から） 

■休館日                                      ■所在地・電話番号 
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 
※緑図書館はエレベーター等工事のため 1 月５日（火）
から３月 31 日（水）まで臨時休館しております。 

３月 14 日（日）までの間、窓口を開設し、予約資料の貸
出し、返却、共通利用カードの登録ができます。 

■開館時間 

■図書館ホームページ 
(https://www.library.sumida.tokyo.jp) 

■図書館電話案内サービス 
(℡:03-3612-6048) 

ひきふね図書館  
京島 1-36-5 ℡5655-2350 

緑図書館（３月３１日まで休館） 
緑 2-24-5 ℡3631-4621 

立花図書館 
立花 6-8-1-101 ℡3618-2620 

八広図書館 
八広5-10-1-104 ℡3616-0846 

東駒形コミュニティ会館図書室 
東駒形 4-14-1 ℡3623-1141 

梅若橋コミュニティ会館図書室 
堤通 2-9-1 ℡3616-1101 

横川コミュニティ会館図書室 
横川 5-9-1 ℡5608-4500 

すみだ女性センター情報資料コーナー 

押上 2-12-7-111 ℡5608-1771 

ひきふね図書館 

月から土曜日 午前 9 時から午後９時まで 
※緊急事態宣言により２月７日ま

での間、午前９時から午後８時まで

に短縮しています。期間の変更等が

あった場合は、ホームページにてご

案内します。 

※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 
立花・八広図書館、東駒形・梅若橋・横川コミュニティ会
館図書室、すみだ女性セ ン タ ー情報資料コーナー・（緑図
書館は休館中） 

月から土曜日 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 

https://www.library.sumida.tokyo.jp/
TEL:03-3612-6048
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