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ＴＥＬ ： ３６１２−６０４８

皆さんは図書館のティーンズコーナーを知っていますか？
ティーンズとは中高生だけでなく 10 代の皆さん全体のことをさす言葉で、そのテ
ィーンズ向けの本をたくさん用意しているコーナーです。今年度から墨田区の図書館
では、各館にあった YA コーナーや中高生コーナーをティーンズコーナーとして名前
を統一し、10 代のための本棚として一層の充実をはかります。
退屈な日常にウンザリしている 10 代のアナタ、たまには図書館のティーンズコー
ナーに寄ってみてください。きっと何らかの発見があるはずです。気になる本を立ち
読みするもよし、借りて家に帰って読むもよし。すべてはアナタの自由です。
またティーンズコーナーでは、墨田区ホームタウンスポーツチーム「フウガすみだ」
とのコラボレーション企画も進行中です！ フットサルの試合で気になるあの選手
は、10 代のときにどんな本を読んでいたのか？ 知りたくありませんか！
図書館は皆さんを待っています。学校帰りの 10 分程度でもいいので、ぜひぜひ気
軽に図書館に立ち寄ってみてくださいね！

あずま図書館ティーンズコーナー
大幅リニューアル中です！

たくさんのグッズを展示中！

☆フウガすみだ試合情報☆

6 月 23 日(土)12:50 から墨田区総合体育館メインアリーナにて、「フウガすみだ vs アルティスタ
埼玉」の試合が行われます。入場無料！ この冊子を試合会場にお持ちいただいた方には、フウガす
みだの缶バッジをプレゼント☆ ぜひトップレベルの試合を生で観戦してみてください！
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こんにちは。
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東駒形コミュニティ会館
図書室です。
東駒形コミュニティ会館は、大横川親水公園沿いにあり、図書室・児童室・学童クラブ・地域
集会所の４つの機能を持つ複合施設として、地域の皆様にご利用いただいております。
図書室は、会館内の１階・２階部分にあります。墨田区内の図書館・図書室の中で、東京スカ
イツリーに最も近い図書室です。
１階入口付近には「スカイツリーコーナー」がございます。
東京スカイツリーに関する資料の他、近隣の散歩に役立つ地図やお店の情報を集めたパンフレッ
トなどをご用意して、みなさまのお越しをお待ちしております。東京スカイツリーへお越しの際
は、是非、お立ち寄り下さい。

おはなし会をしています！！
｢おはなしのもり｣毎月第１土曜日 午後３時から
｢おはなしれっしゃ｣毎月第３火曜日 午前１０時３０分から
２階、絵本コーナーで待っています！！
※ 今年度より「おはなしれっしゃ」は第１水曜日から第３
火曜日に変更になりました。

スカイツリーコーナー

えほんコーナー

正面玄関

※なお、あずま図書館・緑図書館・
八広図書館でもスカイツリーに関
連したコーナーを設け資料展を行

所在地
〒１３0−００05
墨田区東駒形 4―14−1
電話：3623−1141
ファクス：3624−6394
【最寄り駅】
とうきょうスカイツリー駅（旧業平橋駅）
（東武）徒歩１０分
本所吾妻橋駅（都営地下鉄）徒歩１０分
本所吾妻橋（バス）徒歩７分・本所四丁目（バス）徒歩７分
とうきょうスカイツリー駅（バス）徒歩５分

２

っておりますので、是非お立ちよ
り下さい。

東駒形コミュニティ会館図書室の概要
開設年月日：昭和５７年５月１日
蔵書数：約９万点
床面積（図書室部分）
：６１１㎡
閲覧席：約４０席

順位
1

舟を編む

著者
三浦しをん著

予約数
336
2

麒麟の翼

東野圭吾著

279
3

ナミヤ雑貨店の奇蹟

東野圭吾著

263
4

マスカレード・ホテル

東野圭吾著

244
5

ジェノサイド

高野和明著

242
6

人生がときめく片づけの魔法

近藤麻理恵著

230
7

下町ロケット

池井戸潤著

205
8

謎解きはディナーのあとで １

東川篤哉著

197
9

真夏の方程式

東野圭吾著

176
有川浩著

145
三匹のおっさん ふたたび
10

書名

寄贈のお願い
予約が集中している資料については、複数冊購入していますが、早期の提供ができない状況です。
上記の予約多数図書で、読み終えてご家庭でお持ちのものがありましたら、図書館への寄贈をご検
討下さい。ご寄贈いただける場合は、お手数ですが、図書館・コミュニティ会館にお越しの際にお
持ち下さい。お持ちいただいた本は、図書館の資料として活用させていただきます。
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のこと﹂

12

﹁親が死ぬまでにしたい

55

親孝行実行委員会／著

度帰省したときに聞いてみよう︒この著
書でやっておきたいことは︑まだまだた
くさんありますが︑この本を読んでいる
と一生懸命育ててくれた両親に残された
時間を親孝行したいなーと思わせる本で
す︒この本の冒頭にもありますが︑﹁ 親(
の残された寿命 年 ×(
一年間に会う日
数 ６) 日 間 ×(
一 日で一 緒に いる 時間 )
時間＝１３２０時間﹂日数にするとわず
か 日間︒親子の人生は余命 ヶ月足ら
ずの短さ？と考えると思わず絶句してし
まいます︒と書かれています︒父の日に
父ががんばる本を紹介するのもなんです
が ･･
﹁忙しいパパのための子育てハッピ
ーアドバイス﹂明橋大二／著は精神科の
医師が漫画やイラストをふんだんに使っ
て︑子どもとの関わり方を書いている本
です︒この著者は﹁子育てハッピー﹂の
フレーズで 冊ほどの色々な子育てに
対応する同様の本を出版しています︒他
の本もとても参考になり︑漫画と分かり
すい説明で忙しい子育て中のパパやママ
にも短時間で楽しく読めます︒この本の
冒頭に書かれていた言葉で﹁子育てに関
わることは︑決して時間と労力を犠牲に
することではなく︑父親の人間性を豊か
に し ︑ 幸せ を与 え てく れ るも の なの で
す︒
﹂には思わす納得しました︒これは︑
母親も同様にいえますね︒
︵ブックサークル玉手箱えとよん︶
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五月は母の日︑六月には父の日があり
ます︒母の日に我が子からお手紙やプレ
ゼントをもらった方も︑自分の母親にプ
レゼントした方もいると思います︒この
日は︑普段恥ずかしくて︑なかなか言え
ない﹁ありがとう﹂を両親に素直に伝え
るいいチャンスですね︒﹁親が死ぬまで
にしたい のこと﹂親孝行実行委員会／
著には︑親との残された時間を素直な気
持ちで 通り︑親孝行を実行してみよう
という本です︒写真や色々な方のエピソ
ードが書かれていて︑胸にぐっと感動を
与えます︒その 通りの中で私が実践し
てみたいなと思ったのは︑①﹁用事がな
くても親に電話してみる﹂です︒ついつ
い忙しくて︑メールのやりとりだけで終
わってしまっていたので︒②﹁親を人間
ドックに招待する﹂自治体の健康診断を
毎年受けていても︑やはり隅々まで検査
してもらった方が安心ですよね︒いつま
でも元気でいて欲しいですから︒③﹁親
の結婚記念日をお祝いする﹂そういえば
両親 の結婚記念 日ってい つだろう？ 今
55
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館

名

あずま図書館

今月の特集コーナー
一般書：「ザ・タワー」
児童書：「うちゅうの本」 窓ぎわの児童書「こんなおうちにすみたいな」
一般書：「女子に乾杯！｣

緑図書館

児童書：「ぴちぴちちゃぷちゃぷ・パパ大好き！」
ティーンズサービス〔T.S〕
：「FUGA がすみだにやって来た！」

寺島図書館
立花図書館
八広図書館
東駒形コミュニティ
会館図書室
梅若橋コミュニティ
会館図書室
横川コミュニティ
会館図書室

児童１室：「みぢかなしょうどうぶつ」
児童２室：「かえる・とかげのなかま」
一般書：「英国」

児童書：「地図をもってたんけんだー！！」

えほんのひろば：「ワッハッハ」
一般書：「ちょっと不思議なものがたり」「食べものの話」
児童書：「おとうさん・おかあさん」
一般書：「今から身に付けよう夏力（なつりょく）
」
児童書：「雨のふる日は・・・」 「いろんないろあつめたよ」
一般書：「図書館で映画三昧」
児童書：「おうちであそぼう」
一般特集 1：
「映像化された本」 一般特集２：「癒されて明日は元気！」
児童特集：「さぁ！おそとへあそびにでかけよう」
「おとうさんのえほん」

図書館は子どもたちがたくさんの本と出会い読書の楽しみを知る場所、そして学校
図書館は読書習慣を形成し、教科学習・調べ学習に対応する役割があります。よりよ
い子どもたちの読書環境を実現するため、区立図書館員が学校図書館を訪問するな
ど、これまで以上に支援していきます。

図書館では、地域住民の方々と協働して図書館を作り上げていくため、統合新図書館開館に向け
て、新図書館開館プロジェクトリーダー講座を開講いたします。
土曜日コースは、若干名空きがありますので、図書館や企画運営に興味のある方、是非ご応募下
さい。
木曜コース

土曜コース

（会場）すみだ女性センター

（会場）すみだ中小企業センター

（日程）６月７日、14 日、21 日

（日程）6 月 9 日、16 日、23 日

７月５日、12 日、19 日
（時間）午後 7 時から 9 時まで

7 月 7 日、14 日、21 日
（時間）午後 2 時から 4 時まで

※木曜コースは、定員に達したため受

お問い合わせ
あずま図書館
TEL：3612-6048
※自動音声メニューの
「８」を選択

付終了しました。

４

なほ 行き て ︑ 武 蔵 の 国 と 下 総 の 国と の 中 に︑い

くなった業平 は︑気 心の知れ た数人と ︑まだ行 ったこ

に捕らえられ 髻を切ら れてしま います ︒都にい られな

てしまう︒業平は高 子を盗も うとした 時︑高子 の兄弟

さえはばから れる高嶺 の花を ︑いと もたやすく 口説い

結んでしまう ︒など など︑並の男に は目を合わ すこと

伊勢の斎宮︵惟喬親 王の妹 ︶とも会 った翌日に 関係を

高子を盗み出 して一夜 を共にし ︑狩 りの折に出 会った

なります︒後に二条 の后︵清 和天皇の 后︶とな る藤原

もてないはず はない ︒しかし ︑それ が東下りの 要因と

性︑しかも 貴種︑
﹁世を すねたと ころがま た素敵﹂と︑

平の御影を造 り︑溺 死者の塚 を築き業 平塚とし た︒ま

ろは陸地にな って溺れ なかった ので ︑人はあが めて業

が転覆して供 の者が皆 死んだの に︑業平の立っ たとこ

の一本﹂に は︑業平 が入海で 舟遊びを していた が︑舟

うと述べてい ます︒天和二年︵１６８ ２︶の地 誌﹁紫

されていた古墳の一つで これは舟形古墳 の一種だろ

は武蔵野第５ 巻２号﹁向島﹂で︒開 発以前の田 地に残

没した︒と 紹介し挿 絵をのせ ています ︒鳥居龍 蔵博士

三代実録に元 慶四年︵８８０ ︶五月 二十八日五 六歳で

今は業平村と いい︑塚 の形は舟 のように 残ってい る︒

として舟損じ て死なれ しを塚に つきこめ ︑その 場所も

しまったので 塚を築い たと述べ ︑次 に牛島の古 老の話

や舟に 乗れ ︑ 日 も 暮 れ ぬ ﹂ と いう に ︑ 乗り て 渡 ら
んとす るに ︑ 皆 人 も の わ び し くて ︑京 に思 う人 な
はし

きにし もあ ら ず ︒ さ る 折 し も ︑白 き鳥 の嘴 と脚 と

もとどり

この地にあってほしいと 思うのは今も昔 も変わりま

藝の母体とも なったも のですか ら︑業平を偲ぶ ものが

﹃伊勢物語 ﹄は﹃源 氏物語﹄の基とも なり︑隅 田川文

所は枕橋から 木母寺辺 までの何 処かと考 えられま す︒

事もあり︑相撲の﹁ すみだ ﹂に益々 ゆかり深い 業平の

なみに︑業 平は︑相撲司と して相撲 節会の任に あった

もが業平塚と いってい るものだ ︒と述 べていま す︒ち

死んだので ︑その場 に埋めた のが︑今この辺り の子ど

い色好みの男 がいたが ︑寛文 の中頃 ︑ここで斬 られて

ふじわらのもろかた

︵真津志麻記 ︶

講演：工作機械とすみだ

場所：緑図書館１階、3 階展示コーナー

これたかしんのう

と大き なる 河 あ り ︒ そ れ を す みだ 河と いふ ︒そ の

ともない東の 国に ︑髪を生 やして住 むによいと ころも

た︑成平と いう相撲 取りの塚 であると も︑ここ で討ち

う︒京 には 見 え ぬ 鳥 な れ ば ︑ 皆人 見知 らず ︒渡 守

赤き︑ 鴫の 大 き さ な る ︑ 水 の 上に 遊び つつ 魚を 食

なりひら

﹃伊勢物語﹄の東 下りといわれ る第九段の 一節で

せん︒業平 に由来す るものと しては ︑町名の業 平を始

伝説と思われ ます︒

諸説を述べて いる ︒他にも 里見成平 がここで戦 死した

ひともと

河のほとりにむれい て︑思い やれば︑か ぎりなく ︑

あるだろうと 旅立ちま す︒隅田川ま で来た時に 詠われ

遠くも来にけるかな と︑わ びあえるに ︑渡守 ︑
﹁は

たのが︑冒 頭に引用 した﹁名 にし負わ ば・・・﹂の有

死にした上総 国の武士 業平︵ 業衡︶の塚でもあ るなど

なりひら

名な都鳥の歌 です︒

に問いければ ︑
﹁これなん 都鳥﹂というを 聞きて︑

す︒作者 と主人公 は諸説あ るものの 在原業平と 伝えら

め︑業 平橋 ︑業平 蜆︵ 江戸の 名産 でし た︶︑業 平団子

名であり︑奥州に逃 れる源義 経︑鎌 倉幕府を倒 そうと

ときの塚とい う説もあ り︑更 には︑享保４年の 辻雪洞

れています ︒業平の 父は阿保 親王で ︑母は桓武 天皇の

︵二十 年ほ ど前ま であ りまし た︶︑業 平駅 ︵今 年三月

して下総に流された後醍 醐天皇の側近藤 原師賢など

当時︑業平が武 蔵国府か ら下総国 府に向かう ルート

皇女伊登内親 王です ︒祖父 平城天皇 は京に都を 開いた

十七日 とう きょう スカ イツリ ー駅 に改 名︶︑言 問橋︑

名にし負わばいざ言 問わん都鳥

桓武天皇の後 を引き継 いでいま すが ︑病弱なた め三年

言問通り︑言問の岡 ︑言問団 子︒そ して今は葛 飾水元

の悲劇もあり ます︒

の著﹃東都 紀行﹄に ︑今業 平といわ れた見た目 も麗し

ほどで弟嵯峨 天皇に位 を譲りま す︒し かし︑平 城天皇

に移った業平橋の西側に あった南蔵院境 内の業平神

の途中︑隅 田川を渡 ったとさ れるのは ︑千百五 十年ほ

の寵愛を受けていた藤原 薬子はこの事に 不満を覚え

社︒業平神 社には業 平自作の 木像︵円 空の作と も︶が

５

わが思う人はありや なしやと

復位を促した ため ︑平城京 に朝廷を 戻そうとす るので

﹃異文業平東国蜜行記﹄中薗英助︵新人物往来社︶

参考

﹃業平ものがたり﹄松本章男︵平凡社︶

﹃伊勢物語﹄杉本苑子︵岩波︶
﹃江戸名所記﹄︵多麻史談会︶
﹃新燕石十種﹄第三巻

期間：5 月 12 日（土）〜6 月 17 日（日）

場所：緑図書館 3 階学習室

ど前の貞観四 年︵８ ６２︶の 頃で︑隅田川の渡 しの場

すが︑嵯峨 天皇のす ばやい行 動で鎮圧 され︑祖 父平城

あって神体と して祀っ ていまし たが ︑関東大震 災で神

﹃東京名所図会・本所区之部﹄睦書房

大納言匡房の 江次第十 四巻に書 かれた事 として ︑陸奥

ミニ文学展

講師：鈴木昭氏

とよめりければ︑舟 こぞりて泣き にけり︒

上皇は剃髪し ︑薬子 は自害し ます︒業平は臣籍 に降位

社とともに焼 失してし まいまし た︒ま た︑業平 神社に

﹃在原業平﹄今井源衛︵集英社︶

︵
﹃すらすら 読める伊勢物 語﹄高橋睦郎︵ 講談社︶より

して在原姓を 名乗り在 原業平と なります ︒ＮＨ Ｋの大

は業平塚があ ったとい われ︑都鳥の和 歌とは別 に︑こ

あぼ

河ドラマ﹁ 平清盛 ﹂で見る 朝廷のど ろどろ劇は 貴族社

の地の業平伝 説の源と なってい ます︒

国で小野小町 の髑髏に 出会い ︑業平 は再び都に 上ろう

「露伴と五重塔」

午後 2 時〜4 時

日時：6 月 10 日（日）

「東京スカイツリー撮った！描いた！集めた！」
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隅田川にち なむ伝説 といえば ︑他 に梅若塚伝 説が著

会にはつきも のだった ようです ︒

寛文二年︵１ ６６２︶書﹃江 戸名所記﹄には︑四條

はいませんが ︑和歌は 超一級︒ 百人一首

と舟に乗った が︑このほと りの浦で 舟が壊れ死 んでし

さて︑業 平ですが ︑漢文 は苦手で 朝廷勤めに 向いて
の﹁ちは やぶる神 代もきか ず龍田川 からくれな ゐに水

ごうし

くくるとは ﹂はよく 知られた 業平の作 です︒口 説き上

「江戸名所記」
挿絵

緑図書館（すみだ文化講座）と資料展【6 月】

資料展

日

月

火

水

木

金

♪１３日（水曜日）の緑図書館の「こうさく会」は『ふうりんを つくろう』です。

土
1

2

横「おはなしのじか
ん」15：45〜

八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30〜
立「おはなし会」
14：00〜
寺「おはなし会」
14：30〜
東 「お は なし の も
り」15：00〜
梅「おはなし会」
15：00〜

♪２７日（水曜日）のあずま図書館の「こうさく会とおはなし会」は『たなばたか
ざりをつくろう』です。
★１０日（日曜日）の緑図書館の「すみだ文化講座」は、一般向けの講座です。
☆行事の詳細は、各館に直接お問合せください。

3

4

5

6

東・梅・横

7

8

9

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〜

八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30〜
あ「あそびとおはな
し会」11：00〜
立「おはなし会」
14：00〜
寺「おはなし会」
14：30〜
梅「おはなし会」
15：00〜

コミュニティ
図書室休館

10

11

12

★緑「すみだ文化講
座」14：00〜

17

13

14

八 「 お ひ ざで え ほ
ん」11：00〜
♪緑「こうさく会」
15：15〜

18

あ「小さい子どもの
ためのおはなし
会」11：00〜

19

20

東「おはなしれっし
ゃ」10：30〜

緑 「 お は なし の へ
や」15：15〜

15

16

横「おはなしのじか
ん」15：45〜

八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30〜
立「おはなし会」
14：00〜
梅「おはなし会」
15：00〜

21
館内整理日

22

23

横「おはなしのじか
ん」15：45〜

八 「お は なし ひ ろ
ば」10：30〜
立「おはなし会」
14：00〜
梅「おはなし会」
15：00〜

全館休館

24

25

●あずま図書館

26

27

寺 「 お ひ ざで え ほ
ん」10：30〜

♪あ「こうさく会と
おはなし会」
15：15〜

●緑図書館

●寺島図書館

28

29

30

横「おはなしのじか
ん」15：45〜

八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30〜
立「おはなし会」
14：00〜

●立花図書館

●八広図書館

文花 1-19-1

緑 2-24-5

東向島 3-34-4

立花 6-8-1-101

八広 5-10-1-104

電話：3612-6048

電話：3631-4621

電話：3611-4610

電話：3618-2620

電話：3616-0846

●東駒形コミュニティ
会館図書室
東駒形 4−14−1
電話：3623-1141

【開館時間】

●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

【休

館

●すみだ女性センター
押上 2-12-7-111
電話：5608-1771

日】

● 火曜日〜土曜日・・・・・9：00〜20：00
● 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
● 日曜日・月曜日・祝日・・9：00〜17：00
☆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。
☆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。

６

