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10 月 27 日から 11 月 9 日までの、文化の日を
中心とした 2 週間は「読書週間」です。
「読書週間」は、読書の楽しさを伝え、すべての
世代の方々に本に親しむきっかけをつくっていただ
きたいという考えに基づいた運動です。
期間中、墨田区立図書館でも、より多くの方々に
読書を楽しんでいただけるよう、各館で様々な展示
などを実施します。外出しにくいこの時期、ぜひ、
この機会に、本との出合いや読書の素晴しさを感じ
てみてください。

当日
受付

■「読書週間」今年の標語

『ラストページまで駆け抜けて』

当日
受付

〈標語の作者のことば〉

物語に引き込まれラストまで駆け抜ける。
早く走り抜けても、のんびり歩いても。
手話通訳
本は自分のペースで読み進められます。
つき
道のりが困難でもゴールは待っていてくれる。
あなたを待っている物語がきっとあると思います。
（公益社団法人 読書推進運動協議会ＨＰより）

＊＊＊読書週間 ひきふね図書館特集展示＊＊＊

図書館員が選ぶおすすめの本
～読書ででかける 世界と出合う～
＜期間＞10 月 16 日（金）から 12 月 16 日（水）まで
＜場所＞ひきふね図書館 ３階 一般書特集コーナー

＊リサイクル本の提供＊
「読書週間」期間中は、
各館でリサイクルコーナ
ーの本を、通常よりも多
く提供していきます。

各館の催し・展示は次のページ
ヘへ
１

読書週間各図書館・コミュニティ会館図書室の催し

「本のスタンプラリー」
１０月１日(木)から１１月３０日(月)まで
カウンターにてスタンプラリー
カードを配布します。本を読ん
で、スタンプを集めましょう。
期間内に１０個スタンプを集め
ると素敵なプレゼントがもらえ
ます。
【場所】緑図書館
【対象】幼児から小学生まで

「秋のわくわくパック祭り」
１０月２６日(月)から１１月９日(月)まで
普段のわくわくパックに秋の特別
ぬりえをつけて貸出します。
※わくわくパックとは、絵本や児童
書が入った立花図書館オリジナルの
セットです。
【場所】立花図書館 えほんひろば
【対象】幼児から小学生まで

「たっちーからの挑戦状」
１０月２６日(月)から１１月９日(月)まで

「大人のお楽しみＢＯＯＫＳ」

対象の本を借りるとパズルがも
らえます。もらったパズルを解く
とプレゼントがもらえます。
【場所】立花図書館
【対象】幼児から小学生まで

１０月１０日(土)から１０月２４日(土)まで
八広図書館員が厳選したおすす
め本にオリジナルのブックカバ
ーをかけてお貸しします。中身は
借りてからのお楽しみ！
【場所】八広図書館
カウンター前
【対象】中学生以上

「読書の秋だね！
本うらない」
１０月２７日（火）から１１月９日（月）まで
本を５冊以上借りると、くじが引け
ます。何が当たるかはお楽しみ。
【場所】八広図書館
カウンター前
【対象】幼児から小学生まで

「本の小包み ２０２０年秋」
１０月２７日(火)から１１月９日(月)まで
図書室員がテーマごとに本を小包みに
しましたので、好きな小包みを借りてく
ださい。中はお楽しみです。いつも自分
では手にとらないような本との出合い
があるかもしれません。
【場所】横川コミュニティ会館図書室
カウンター
【対象】どなたでも
２

読書週間各図書館・コミュニティ会館図書室の特集展示

「緑図書館員がおすすめする
今年イチオシの本」

「高校生による
ビブリオバトル推薦本」

１０月２６日(月)から１１月３０日(月)まで
緑図書館員が緊急事態宣言下の臨
時休館中に読んだ、今年イチオシの
本を POP で紹介します。

１０月２９日(木)から１１月３０日(月)まで
「本の甲子園」ビブリオバトルに出
場の高校生推薦の本を紹介します。

【場所】緑図書館 2 階
【場所】緑図書館 1 階
TS 特集コーナー

「緑図書館員が紹介する
子どもの本」

「すみだ文学散歩」

１０月２９日(木)から１１月３０日(月)まで
児童向けの本に、緑図書館員が作成
したおすすめ POP をつけて展示し
ます。

１０月２６日(月)から１１月９日(月)まで
すみだゆかりの文学を紹介します。

【場所】緑図書館 １階

【場所】立花図書館
一般文学コーナー

「新書の扉」
ブックリスト
「クローバーVol.８」

１０月２６日(月)から１１月９日(月)まで
立花図書館員おすすめの新書を「扉」
でタイトルを隠して展示します。キ
ーワードとともに新たな本に出合え
る企画です。

１０月２７日（火）から１１月９日(月)まで
八広図書館員おすすめの本を紹介
したブックリストを配布します。紹
介本は児童コーナーで展示します。

【場所】立花図書館
入口展示コーナー

【場所】八広図書館児童コーナー

３

読書週間各図書館・コミュニティ会館図書室の特集展示

「心拍数で本を読む」
９月１０日(木)から１０月１９日(月)まで
「ジャンル」や「著者」ではなく、本を
読んでいる時や、読み終わった後の「読
み手の心拍数」で捉えてみるという本と
の新しい出合い方を提案します。
【場所】１階図書室カウンター前
特集コーナー

「小説の中の音楽」
１０月１日(木)から１０月３１日(土)まで
とんこま図書室員がおすすめする小
説とその中に登場する「音楽」の CD
等をペアにして展示します。
【場所】１階入口催事特集コーナー

「とんこま図書館スタッフ
おすすめ絵本」
１０月２０日(火)から１１月１８日(水)まで
とんこま図書館員がおすすめする絵本を
オリジナルの POP を添えて展示します。
【場所】１階図書室カウンター前
特集コーナー

「２０２０年話題の人」
１０月１６日(金)から１１月１８日(水)まで
今年話題になった人や、生誕等で記念
年にあたる人の作品を展示します。
【場所】横川コミュニティ会館図書室

４

お知らせ

2020 年(令和 2 年)10 月 1 日で八広図書館は
開館 40 周年を迎えます！
1980 年(昭和 55 年)10 月 1 日に当時は珍し
かった集会施設を併設した図書館として開館し、
多くの利用者の皆様に支えられて、今の八広図書
館があります。その感謝も込めて 40 周年記念の
展示を行います。
初代八広図書館長千葉治氏の関連本や、当時の
区報などを展示します。
また、期間限定 40 周年記念手作りスタンプも
あります！
皆様が、楽しめるような展示を用意してお待ち
しております。
【展示期間】 10 月 1 日（木）から 10 月 31 日（土）まで

（開館当時の区のお知らせ）

（開館当時の職員の松島茂氏が作成した資料）

すみだ女性センターは、大規模修繕工事のため休館します。これに伴い休館期間中は、
情報資料コーナー業務を休止します。
ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。
休止期間：令和 2 年 10 月 1 日（木曜日） から 令和 2 年 12 月 24 日（木曜日）まで
５

※10 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
「東京」と「オリンピック」のトリビア
ひきふね図書館 一般書
～知って楽しむ、おもてなす～
ティーンズサービス その時どうする！？
児童書
一度は読みたい読んであげたい名作絵本
緑図書館
一般書
よき生活のための経済学
ティーンズサービス
おいしい話
児童書
〇〇のひみつ
絵 本
あき
立花図書館
一般書①
ひとり上手
一般書②
一杯から始まる物語
ティーンズサービス ○○賞をとった本
児童書
ジャンプ！
絵 本
かみさま～ ほとけさま～
八広図書館
一般書
秋を楽しむ
おすすめ
ティーンズサービス
児童書
東駒形コミュニティ 催事特集
会館図書室
一般書①
一般書②
ティーンズサービス
おはなしのもり

おはなしれっしゃ
梅若橋コミュニティ 一般書
会館図書室
児童書
横川コミュニティ
一般書
会館図書室
児童書
■開館時間

おもひで

よみがえる「昭和」の街におかえりなさい
アート
にんにん！
小説の中の音楽
日本の美しい建物
“秋”を満喫
アートを楽しもう！
おかしをたべよう！
のりもの だいすき
ライトノベル入門
あきのおはなし
空を見上げて（15 日まで）
お風呂に入って温まろう（１６日から）
くもをみあげる（15 日まで）
ぽっかぽか（１６日から）
■所在地・電話番号

ひきふね図書館

月から土曜日

日曜日・祝日

ひきふね図書館
京島 1-36-5 ℡5655-2350
緑図書館
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

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
午前９時から午後５時まで

緑・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

月から土曜日
日曜日・祝日
■休館日

午前９時から午後 8 時まで
午前９時から午後５時まで

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

■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)
６

