「みんなでつくる新図書館」
〜図書館を創る・街を創る・未来を創る〜
岡直樹講演会レポート
平成 24 年 11 月 10 日（土）、墨田区役所会議室で、岡直樹氏講演会「みんなでつ
くる新図書館〜図書館を創る・街を創る・未来を創る〜」を開催しました。
このイベントは、統合新図書館の開館に向けて、墨田区立図書館と新図書館開館プ
ロジェクトリーダーが協同で企画、開催したものです。
講師の岡直樹氏は、大学在学中の 19 歳のときに NPO 法人を設立し、現在は千葉県
内を中心に８店の「民間図書館」を運営しています。
この講演会では、自分のふるさとになにか誇れるものを創りたいと思い民間図書館
を立ちあげたという設立のきっかけ話や、民間図書館は運営の一切を 350 名のボラン
ティアが担って運営しているというご自身の活動状況についてご講演されました。
また、成熟した日本の社会の問題として、コミ
ュニケーションの不在を挙げたうえで、「学生時
代は同学年としか交流がなく、社会に出れば縦社
会で同世代がいないような環境に投げ込まれる。
かといって、いまさら三世代家族には戻れない。
世代を超えた交流ができる場として「図書館」の
存在意義がある」という熱心なお話をされまし
た。
今後の図書館のあり方を考える上で大変示唆
岡直樹氏の講演している様子です。
に富むお話しを伺えて、参加者一同興奮気味、講
演会後の茶話会でも熱い議論が交わされました。
（記録：プロジェクトリーダー佐藤さん）

職場体験学習が行われました！！
皆さん、中学生が図書館のカウンターに座っている姿を見かけたことはありませんか？
墨田区立図書館では、小学生の『一日図書館員』
、中学生の『体験学習』や高校生・大学生
の『インターンシップ』を受け入れています。
１１月７日から 9 日まで、寺島中学校の生徒２名があずま図書館で体験学習を行いました。
この体験学習では、本の貸出・返却・検索などのカウンター業務や、本を正しい分類順に整
理整頓する書架整理、本を保護するためのブッカー貼り、視覚障害者のための点訳の体験等
をしてもらいました。
【職場体験記】
私にとって図書館とは、色々なことを教えてくれる、探
せる場所だと思います。今回の体験を通して、本当にいろ
いろなことを学べました。すごく楽しかったです。
寺島中学校 木村瑞穂さん
カウンター業務を体験している様子です。

墨田区立図書館では子どもたちに本や物語に親しみをもってもらうためのきっか
けづくりとして、おはなし会をはじめいろいろな行事を行なっています。
今月は下記の日程で「冬のおたのしみ会」を開催します。
たのしい物語と出会いに図書館へいらっしゃいませんか？
★ 行事の詳細は、各館に直接お尋ねください。
図書館
あずま図書館
3612−6048
緑図書館
3631−4621
立花図書館
3618−2620
八広図書館
3616−0846

日にち

開演時間

12 月 16 日（日）

午前 10 時 30 分〜

12 月 19 日（水）

午後 3 時 15 分〜

12 月 22 日（土）

午後 2 時〜

12 月 26 日（水）

午後 2 時 30 分〜

内容

定員

えいがとたのしいおはなし

先着

おはなし・エプロンシアターほか

80 人

おはなし・パネルシアターほか

先着
80 人

人形劇「三匹のかわいいオオカミ」 先着
パネルシアターほか

50 人

人形劇「だいくとおにろく」

先着

おはなし・うたほか

100 人

あずま図書館と寺島図書館の統合移転に伴い、１月５日（土曜日）から寺島図書館の移転準備作業が始ま
ります。作業期間中は、受付時間とサービス内容を変更し、窓口を「児童１室」に移して予約本の貸出返却
の受付を行います。皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をよろしくお願いします。

【業務縮小時の窓口】
・右図のように移動します。
・作業期間中は、本の運搬などでトラックが出入りする日も
ありますので、なるべく図の矢印のとおりスロープを利用
して自動ドアから入館してください。

【業務縮小期間】
平成 25 年１月５日（土）〜３月２０日（水）
※ 平成 25 年３月２１日（木）〜３１日（日）はシステム更新・
特別整理期間のため休館します。

【業務縮小時の受付時間】
・火曜日〜土曜日・・・・・午後２時から８時まで
・日曜日・月曜日・祝日・・午後２時から５時まで

【サービス内容】
・予約資料のみの貸出し（予約の受け付けは、区内に所蔵があるものに限ります。
）
・本・視聴覚資料の返却
※ あずま図書館は２月１日（金）から業務を縮小して受付を行います。
※ 区内の他の図書館・図書室は通常通りの開館・サービスを実施しています。
※ 平成 25 年３月２１日（木）〜３０日（土）はシステム更新・特別整理期間のため全館休館します。

著者

予約数
三浦しをん著

311
東野圭吾著

289
宮部みゆき著

259
禁断の魔術

東野圭吾著

254
5

ナミヤ雑貨店の奇蹟

東野圭吾著

246
6

ソロモンの偽証 第 2 部

宮部みゆき著

194
7

６４

横山秀夫著

184
8

空飛ぶ広報室

有川浩著

179
9

白ゆき姫殺人事件

湊かなえ著

165
宮部みゆき著

143
ソロモンの偽証 第３部
10

書名
順位

1

舟を編む
2

虚像の道化師
3

ソロモンの偽証 第１部
4

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。

５１３４５８８３６

あらかわ菜美／著

﹁人生がスッキリする モノ・
時間・人間関係の整理術﹂
資料

ID

これほど無駄な時間はないですね・・・

月といえば大掃除⁝︒一年の汚れや
埃を取り除くことも大事ですが︑その前に
物を減らし整理整頓するほうがすっきり
広々と快適に過ごせるような気がします︒
﹃人生がスッキリする モノ・時間・人間
関係の整理術﹄あらかわ菜美／著には︑﹁な
ぜ？ものの整理が必要なのか？﹂というテ
ーマに︑ものが多いと住まいが奪われる︒
たいして必要のない物に場所を奪われて︑
高いお金 家( 賃 やローン を) 払うのはもっ
たいない︒とあります︒思わず納得してし
まいましたが︑どの家庭にも納戸のような
部屋があるのではないでしょうか？また︑
もののために時間を奪われるとあり︑人は
プライベートであれ仕事であれ︑必ず物を
使っています︒この物が必要以上に多すぎ
ると︑何を着よう︑あれはどこへ行った？
と物を選ぶ時間と探す時間が消費されて
しまう︒ビジネスマンがものを探す時間は
一年で１５０時間だそうです︒
12

この本は︑物の整理から︑時間︑人間関係
と幅広くどう整理するべきか分かりやす
く説明されています︒著者は 時｢間デザイ
ナー と｣いう肩書きで延べ４︐０００人の
人たちに時間活用のアドバイスをしてき
た方です︒テーマごとに書かれていてどこ
からでも興味のある分野から読み始める
ことができるので︑忙しい人におすすめで
す︒
﹃暮らし上手の整理と収納﹄〜捨てる︑
買う︑しまう︒〜︵瑛出版社︶は︑８人の
方の様々な整理収納方法を全ページ写真
つきでビジュアルに説明してあります︒８
人の片付けや整理の大切な習慣や雑貨や
収納方法などを紹介しています︒今︑書店
でも図書館でも﹃人生がときめく片づけの
魔法﹄
︵サンマーク出版︶というタイトル
の本はナンバー２も出版され︑片付け捨て
る収納の本が大ベストセラーになってい
ます︒また︑雑誌の特集で収納関係をテー
マにすると必ず売り上げが伸びるとも聞
きました︒物にあふれた状況をどうにかし
たいと思っている方はたくさんいるので
はないでしょうか？これを機に︑物のスリ
ム化を実践して広々とした我が家で年末
年始過ごしてみてはいかがですか？
︵ブックサークル玉手箱えとよん︶

館名

今月の特集コーナー
一般書：「2012 年を振り返る！」

あずま図書館

ティーンズサービス〔Ｔ.Ｓ〕：「ハンドメイドを楽しもう！」
児童書：「クリスマスの本」 窓ぎわ：「とり あつまれぇ〜！!」
一般書：「冬」

緑図書館

ティーンズサービス〔Ｔ.Ｓ〕：「トキヲオモウ-2012-」
児童書：「ふゆのあしおと」

寺島図書館

今月は特集を行いません
一般書：「ゆく年くる年」

立花図書館

児童書：「雪のものがたり」
えほんのひろば：「クリスマスのえほん」
一般書：「冬のあったかごはん」
「時間旅行〜時を越える物語〜」「St Christmas！」

八広図書館

児童書：「クリスマス」

東駒形コミュニティ

一般書：「
「キーワード」で一年を振り返る」

会館図書室

児童書：「冬のおたのしみ」
「リズムに合わせて」

梅若橋コミュニティ

一般書：「お正月を迎える前に」

会館図書室

児童書：「メリークリスマス」
一般特集１：「読む鉄道」

横川コミュニティ

一般特集２：「あったか〜い冬」

会館図書室

【一般書コーナー】

児童特集：「お菓子なおはなし」

【児童コーナー】

冬

ふゆのあしおと

日に日に寒くなってきました。

クリスマス、雪、お正月、お年玉…

これからの季節、クリスマス・年末年

楽しいことが

始と忙しくなりますが、体調に気をつ
けて楽しめると良いですね。
というわけで、今月は

冬

にした本を集めてみました。
どうぞ、お楽しみ下さい。

をテーマ

【ティーンズコーナー】（１０代の本棚）

いっぱいの

トキヲオモウ

ふ ゆ
-2012-

2012 年にティーンズコーナーに入った本からセレクションしました。
5 月 22 日のスカイツリー開業に伴い、墨田区が注目される１年でした。
お気に入りの 1 冊を見つけてくださいね！

肺結核で二十歳の時に亡くなっている︒
郡司家の当主である郡司成忠は︑幕末に郡司家の

戯や笑ひがあり︑ことに私たち子供らにとっては例

ど催されたが︑ご馳走があり︑くつろぎがあり︑遊

養子となった露伴の兄である︒隅田川からボートで

幸田文は︑寺島小学校を卒業してからは︑ミッシ

であった﹂

司大尉として英雄となった人物でもある︒戸籍を寺

ョン系の女子学院に入学していた︒クリスチャンの

の贈り物があるので︑一年中でももっとも愉しい日

向島の寺島村に新居を建てたばかりの文豪︑幸田

島 村 か ら 占 守 島 に 移し 永 住 し よ うと の 覚 悟 だ った

千島列島の最北端占守島を目指し︑北千島探検の郡
露伴は︑百一年前の明治四十四年十二月二十五日の

継母が近隣のこども達を集めて週に一度︑日曜学校

した︒その時︑父露伴は︑紙幣を三枚くれ︑そのた

内職をしてこども達のプレゼントの資金にしようと

断念せざるを得なかった︒明治三十八年には帰京し︑
露領沿海州水産組合長に推され︑再び北洋開拓に意

が︑日露戦争の時︑カムチャッカ半島で捕虜となり

る︒誰彼にもおくりものし︑誰彼よりも餽︵おく︶

欲を見せようとしているときだった︒子どもは８人

日記に次のように記している︒
﹁二十五日︑例年のご

り物を得︑小児等嬉戯す︒雨至り風冷えたるをもて︑

めに︑百人ものこども達に餅菓子やパンや蜜柑を買

た︒クリスマスの時などは︑キューピー人形を作る

歌子文子をば婢︵筆者注・お手伝いさんのこと︶だ

いたが︑占守島で生まれた女の子らは夭折し︑智麿︑

うことが出来たと︑後に作家となった文は﹁みそっ

を自宅で行っていたので︑手伝いに忙しい思いをし

いと共に帰らしめたれど︑一郎の風邪にかからんを

千早の男の子と次女悌の３人になっている︒後に長

かす﹂に書いている︒露伴自身は︑こどもたちの珍

芝の家に居た︒郡司は︑このクリスマスの２年前に

おそれて予は一泊して伴なひ眠る︒﹂

男智麿は外交官としてロシアや北欧で活躍し︑次男

とく基督降誕祝日なれば︑小児ども郡司家にあつま

幸田家の一族は︑もともと日蓮宗であったが︑父

妙な演劇やばらばらの合唱といった愉快な騒ぎには

︵真津志麻記︶

名な一家の︑ささやかで暖かなクリスマスである︒

の千早は父成忠の意志を継ぎ︑占守島で缶詰工場の
他にも︑ヨーロッパに音楽留学した露伴の妹の延

入らず︑外出していたらしい︒はるか昔の︑世に著
や幸の家族がいた︒延は日本初のピアニストであり︑

経営者となった︒

にはこだわらなかったようだ︒前年︑先妻幾代に先

成延はクリスチャンであった︒子供たちにも洗礼を

立たれ︑この年︑文学博士となった露伴は三人の子

幸は日本初のヴァイオリストだった︒この露伴の妹

﹃露伴全集第三 十八巻 ﹄
︵ 岩波︶

すすめたが︑露伴は洗礼を受けることはなく︑宗旨

を抱えて独り身だった︒露伴は子どもに母親が必要

たちが︑クリスマスという西洋の習慣を幸田家に持

資料

１:１１ ３４７ ８６

１:１１ ９１６ ３３

﹃幸田姉妹﹄︵ショ パン︶

資料

資料
１１１ ４２２ ５０
:
﹃幸田文全集第 二巻 ﹄
︵岩 波︶

参考

だと思ったためか︑翌年二度目の結婚を教会で挙げ

ち込んだのだ︒露伴ら兄弟の母の居る延の赤坂紀尾
井町の家がクリスマス会の場となっていたが︑この

ている︒妻がクリスチャンであったからだ︒長女の

日は︑幸田家の一族は郡司の家に集まって親睦会を

資料
１:１０ ７４７ ６２
﹃人間露伴﹄︵日本 書籍セ ンター ︶

歌子はこの日のクリスマスから半年を経ないで猩紅

開いた︒幸の長男熙︵ひろし︶は露伴の長男と同い

熱で亡くなる︒文はまだ︑寺島小学校の一年生にな
ったばかりだった︒父からいわれて﹁だいどころ帖﹂

年の４歳であった︒熙は後に高木卓という筆名で芥
川賞に推されながら︑受賞を辞退した唯一人の人物

を付け始めていた︒露伴が一郎と呼んで可愛がって
いた長男の成豊はこの時︑満４歳であった︒さすが

﹁大正大震災で中絶されるまでおそらく前後十回ほ

田家のクリスマスを記している︒

である︒彼は﹁露伴の思ひ出﹂として次のように幸

ず︑末っ子の成豊を抱いて兄郡司の家で寝たという

に幼い子を連れて風雨のなか寺島まで帰るのに忍び
ことだろう︒このように露伴が可愛がった成豊だが︑

ID

ID

ID

ID

日

月

火

水

木

金

土
1
八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30〜
立「おはなし会」
14：00〜
東 「お は なし の も
り」15：00〜
梅「おはなし会」
15：00〜

♪２６日（水曜日）のあずま図書館の「こうさく会とおはなし会」は「えとのカレンダーをつくろう!！」です。
★

２日（日曜日）
、１６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。

☆行事の詳細は、各館に直接お問合せください。

2
★緑「すみだ文化講
座」すみだ生涯学
習センター（ユー
トリア）
14：00〜

3

4

5

東・梅・横

6

7

8

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〜
梅「おはなし会」
15：00〜

コミュニティ
図書室休館

9

10

11

12

13

八 「 お ひ ざで え ほ
ん」11：00〜

16

17

あ「冬のおたのしみ
会」10：30〜
★緑「すみだ文化講
座」みどりコミュ
ニティセンター
14：00〜

19
緑「冬のおたのしみ
会」15：15〜

15
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〜

20
館内整理日

21
横「クリスマスおは
なし会」
15：30〜

全館休館

天皇誕生日 23

24

30
年末年始
全館休館

18
東「おはなしれっし
ゃ」10：30〜

14
横「おはなしのじか
ん」15：45〜

25

26

寺 「 お ひ ざで え ほ
ん」10：30〜

♪あ「こうさく会と
おはなし会」
15：15〜
八「冬のおたのしみ
会」14：30〜

27

22
八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30〜
立「冬の子ども会」
14：00〜
梅「おはなし会」
15：00〜

28

29

横「おはなしのじか
ん」15：45〜

年末年始
全館休館

31
年末年始
全館休館

●あずま図書館

●緑図書館

●寺島図書館

●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

●梅若橋コミュニティ
会館図書室
堤通２−９−１
電話：3616-1101

【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。

●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】

● 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。

