
 

皆様新年あけましておめでとうございます。 

利用者の皆様には、清々しい新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。 

日ごろより区立図書館・コミュニティ会館図書室等をご利用いただき、誠にありが

とうございます。 

読書は、感性を豊かにし、幅広い知識が得られ、考える力や想像力が育まれ、生き

ていく大きな力となります。 

図書館では、すべての子どもたちが自主的に読書活動を行うことができる読書環境

の整備・充実を進めるべく、平成１７年３月に策定いたしました「子ども読書活動推

進計画」の第２次計画案（平成２２年度～２６年度）の策定作業中でございます。 

この第２次計画案では、ご家族が一緒に本を読んだり、読み聞かせをしたりする「家

庭での１０分間読書」の推進事業や、学校図書館の充実・支援に力を入れていく内容

となる予定です。 

平成１７年に制定された「文字・活字文化振興法」に基づき、読書への国民の意識

の高まりを飛躍的なものとしていくため、本年が「国民読書年」に指定されたことも

あり、学校のみならず、読書活動全般が少なからず注目されております。 

子どもたちのみならず、広く読書離れが叫ばれて久しい昨今ですが、これを機会に

皆様も改めて１冊の本を手にとってみてはいかがでしょうか。 

  この１年が利用者の皆様や図書館にとって飛躍の年となるよう、図書館職員一同ベ

ストを尽くしてまいりたいと思います。本年もどうかよろしくお願い申し上げます。 

 

      図 書 館 電 話 案 内 サ ー ビ ス    Ｔ Ｅ Ｌ  ：  ３ ６ １ ２ － ６ ０ ４ ８   

墨田区立図書館ウェブサイト   http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/library/index.html 

 ミニ展示「墨田を写した写真」

期間：1 月５日(火)～1 月３１日(日) 

場所：緑図書館１階、３階展示コーナー 
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年頭のごあいさつ 

 

あずま図書館長 

    渡邊 久尚 

１月１７日(日) 

午後２～４時 
講師：小島惟孝氏 

 

資料展 「すみだの街風景写真展」 講演会  「すみだの風景今昔」 

緑図書館【すみだ文化講座】と 資料展  

  ・ ・ 
・ ・ ・ 

  

１ 月 

 

NNeewwss   

緑図書館３階学習室 



 

 

 

新年を気持ちよく過ごすために、色々と縁起の良いものを紹介したいと思います♪ 

先日、テレビ番組で初日の出ランキングをやっていました。 

１位 三重県伊勢神宮の宇治橋 

２位 富士山 

３位 千葉県犬吠埼 

 

初日の出を浴びると、１年を健康で幸せに過ごす事が出来るそうです。 

初詣は、１月２日の午前中にお参りすると良いですよ♪ 

おみくじも是非とも引いてくださいね。 

おみくじは、大吉や吉などを引いたらお財布や手帳などに入れて持ち歩くと、おみ

くじに書いてある事が現実に起こりやすいと言われています。１日に何回も引くの

は良くありませんが、おみくじの効力は、次のおみくじを引くまでの期間だそうで

す。 

 

お正月の三が日を笑顔で過ごすことも大切です。三が日に起こった事がその１年間

を決めてしまうので、泣いたり、怒ったりしないように過ごしましょうね。 

 

新年に向けて、新しい洋服やお財布を用意する方も多いと思います。 

そこで、2010 年のラッキーカラーを取り入れてみてはいかがでしょう？ 

 

◎ゴールド ◎濃い青 ◎ワインレッド 

 

どれか１つでも身に着けると良いそうです♪ 

        皆さんにとって素敵な１年間になりますように☆ （なる） 

 
館名 今月の特集コーナー 

一般書：「自分探しの旅にでよう」 
あずま図書館 

児童書：「えととお正月」 窓ぎわの児童書：「たのしいこといっぱい」 

一般書：「花のある暮らし」     
緑図書館 

ヤングアダルト〔Y・Ａ〕：「シーズン到来！ウィンタースポーツ」 

寺島図書館 児童室１：「ふゆ」  児童室２：「魔法」 

一般書：「あったか冬生活」  児童書：「なりたい自分になる！」  
立花図書館 

えほんのひろば：「しましま」 

一般書：「笑って暮らす 2010」「古地図片手に江戸散歩」「あったかごはん２」 
八広図書館 

児童書：「お正月、ふゆ、ゆき・・・」 

東駒形コミュニティ 一般書：「アーティストたちが遺したもの」 

   会館図書室 児童書：「なかよしこよし」「はつわらい」 

梅若橋コミュニティ 一般書 前半：「体にやさしいおすすめ料理」 「見て楽しむ 読んで楽しむ」 

会館図書室 児童書 前半：「2010 ねんのえと とらのほん」 

後半：「おにはそと！ ふくはうち！」 

横川コミュニティ 一般特集 1：「芥川賞・直木賞」 一般特集２：「２０１０年から はじめました」 

   会館図書室 児童特集：「冬の星空」 

 

 



 

書名 著者名 出版社 請求記号 

江戸東京野菜 物語篇 大竹道茂著 農山漁村文化協会 626.0 オ 

仕事で使える！Ｔｗｉｔｔｅｒ超入門 小川浩著 青春出版社 007.3 オ 

衝撃！ＥＵパワー 大前研一著 朝日新聞出版 329.3 オ 

マイクロファイナンス 菅正広著 中央公論新社 338.7 カ 

芥川竜之介書簡集（岩波文庫） 
芥川竜之介〔著〕 

石割透編 
岩波書店 Ｆ あくたが 

平日 石田千著 文藝春秋 Ｆ いしだ 

犬はいつも足元にいて 大森兄弟著 河出書房新社 Ｆ おおもり 

数式に憑かれたインドの数学者 上・下 
デイヴィッド・

レヴィット著 
日経ＢＰ社 Ｇ レビツト 

コレステロールをどんどん下げる本 林泰監修 池田書店 493.20 ハ 

子どもに野菜を食べさせたい！あな吉さんの

一番かんたんで、おいしい、ゆるベジレシピ 
浅倉ユキ著 西東社 596.37 

古仏巡礼 －癒しの旅－ 講談社編 講談社 718.0 コ 

実戦でできる石を取る手筋 小林覚監修 ユーキャン 795.0 コ 

順位 書名 著者 予約数 

1 １Ｑ８４－ａ ｎｏｖｅｌ－ＢＯＯＫ１ 村上春樹著 ４３５ 

2 1Ｑ８４－ａ ｎｏｖｅｌ－ＢＯＯＫ２ 村上春樹著 ３４１ 

3 新参者 東野圭吾著 ３２８ 

4 告白 湊かなえ著 ２８９ 

5 ハリー・ポッターと死の秘宝 上下巻セット Ｊ．Ｋ．ローリング著 １６８ 

6 パラドックス１３ 東野圭吾著 １５４ 

7 しがみつかない生き方―「ふつうの幸せ」 香山リカ著 １３９ 

8 無理 奥田英朗著 １２８ 

９ 体温を上げると健康になる 齋藤真嗣著 １２１ 

10 あるキング 伊坂幸太郎著 １１１ 

11 のだめカンタービレ・第１巻～第６巻セット 二ノ宮知子著 １１０ 

12 半島へ、ふたたび 蓮池薫著 １０９ 

13 聖女の救済 東野圭吾著 １０４ 

14 流星の絆 東野圭吾著 １００ 

15 贖罪（ミステリ・フロンティア ５５） 湊かなえ著 ９８ 

※この新着案内はダイジェスト（抜粋）版です。すべての新着案内は、館内ＯＰＡＣ・インターネットの「新着案内」で

ご覧になれます。 

※パスワードを取得されますと、館内ＯＰＡＣ・インターネット経由パソコン・携帯電話専用サイトにて、ご自分で資料

を予約することができます。 



 

日 月 火 水 木 金 土 

     元日  1 2 

   
  年末年始 年末年始 

      全館休館 全館休館 

3 4 5 6 7 8 9 

年末年始 年末年始 

  あ「おはなしのじ

かん」15：15～ 

緑「小さい子どもの

ためのおはなし

会」 

10：30～ 

横「おはなしのじ

かん」15：45～ 

あ「あそびとおはな

し会」11：00～ 

  

   
東「おはなしれっ

しゃ」10：30～  
  寺「おはなし会」

11：00～ 

全館休館 全館休館  
  

 
  立「おはなし会」

14：00～ 

  
   

  
 

  八「おはなしとあそびの

じかん」10：30～ 

  
   

  
 

  東「おはなしのもり」

14：00～ 

  

   
  

 
  梅「おはなし会」

15：00～ 

10 成人の日 11 12 13 14 15 16 
  

  
♪緑「こうさく会」

15：00～   

横「おはなしのじ

かん」15：45～ 

寺「おはなし会」

11：０0～ 

  

  
八「おひざでえほ

ん」11：00～   

  立「おはなし会」

14：00～ 

  

     
  八「おはなしとあそびの

じかん」10：30～ 

  

  
  

      梅「おはなし会」

15：00～ 

17 18 19 20 21 22 23 
あ「小さい子ども

のためのおはなし

会」11：00～ 
  

  

あ「おはなしのじ

かん」15：15～ 館内整理日 

横「おはなしのじ

かん」15：45～ 

立「おはなし会」

14：00～ 

★緑「すみだ文化

講座」14：00～ 
  

  緑「おはなしのへ

や」15：00～   
  八「おはなしひろ

ば」10：30～ 

    
  

 
全館休館 

  梅「おはなし会」

15：00～ 

24 25 26 27 28 29 30 
 

  
  

寺「おひざでえほ

ん」10：30～ 

♪あ「こうさく会」

15：15～ 

 

横「おはなしのじ

かん」15：45～ 

立「おはなし会」

14：00～ 

           
八「おはなしとあそびの

じかん」10：30～ 

 

 

編集後記：あけましておめでとうございます。今年の干支「虎」は「千里往って千里帰る」というように並外れた行動力の

あることのたとえとして知られています。新年が皆様にとって「虎」のように強いエネルギーに満ちた１年にな

りますように！今年も「図書館ニュース」をよろしくお願いします。 （そら） 

【 開 館 時 間 】    火曜日～土曜日・・・・・・9：00～20：00 
日曜日・月曜日・祝日・・・9：00～17：00 

★コミュニティ会館図書室は、月曜日の開館時間が 9：00～20：00 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 

★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。 

●あずま図書館 

文花 1-19-1 

電話：3612-6048 

●緑図書館 

緑 2-24-5 

電話：3631-4621 

●寺島図書館 

東向島 3-34-4 

電話：3611-4610 

●立花図書館 

立花 6-8-1-101 

電話：3618-2620 

●八広図書館 

八広 5-10-1-104 

電話：3616-0846 

●梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

堤通２－９－１ 

電話：3616-1101 

●横川コミュニティ 

会館図書室 

横川５－９－１ 

電話：5608-4500 

●東駒形コミュニティ 

会館図書室 

東駒形 4－14－1 

電話：3623-1141 

●すみだ女性センター 

押上 2-12-7-111 

電話：5608-1771 

♪１３日（水曜日）の緑図書館の「こうさく会」は『ちょきんばこをつくろう！』です。 

★17 日（日曜日）の緑図書館の「すみだ文化講座」は、一般向けの行事です。 

♪27 日（水曜日）のあずま図書館の「こうさく会」は『まつぼっくりでけんだまをつくろう』です。 

★行事の詳細は、各館に直接お問い合わせください。 
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