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平成２１年１０月１０日（土）に、すみだリサ

イクルブック市を行います。 

リサイクルブック市は、古くて活用されなくな

った本や、図書館に所蔵できなかった本・雑誌・

マンガ等を有効利用するため、利用者の方に無料

でお譲りするイベントです。 

 また、区内各図書館内・図書室内の「リサイク

ルコーナー」では、随時本を提供しています。ご

来館の方は、ぜひ覗いて行ってください（ご予約

は受け付けておりません。） 

なお、最近のベストセラーや、きれいで新しい

本の寄贈を歓迎しております。寄贈いただける場

合は、お手数ですが、事前に職員までお申し出く

ださい。 

 

 

 

 

 

掘り出しものはあるかなぁ？ 
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  http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/library/index.html 墨田区立図書館ウェブサイト 
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緑図書館緑図書館緑図書館緑図書館【【【【すみだすみだすみだすみだ文文文文化講座化講座化講座化講座】】】】とととと    資料展資料展資料展資料展    9999 月月月月のごのごのごのご案内案内案内案内    

相撲談議相撲談議相撲談議相撲談議        

講師講師講師講師：：：：斎藤健治氏他斎藤健治氏他斎藤健治氏他斎藤健治氏他    

９月２０日（日）午後２時～４時 ３階学習室 

ミニミニミニミニ展示展示展示展示「「「「相撲相撲相撲相撲のののの好好好好きなきなきなきな作家作家作家作家    3333 階展示階展示階展示階展示コーナーコーナーコーナーコーナー    

両展示とも ９月１１日（金）～９月２７日（日） 

 

 

リサイクルブックリサイクルブックリサイクルブックリサイクルブック市市市市についてについてについてについて    

皆さんお待ちかね。 

昨年の開場前の様子です（１階ロビー） 

 

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年リサイクルブックリサイクルブックリサイクルブックリサイクルブック市市市市    

日時 平成 21年 10月 10 日（土） 

          午前 10時～午後 3時 

場所 すみだ中小企業センター 

（あずま図書館）５階 サンシャインホール 

 

 

★午前中は大変混み合うため、入場制限になり、お

待ちいただくことがあります。比較的すいている午

後にご来場されることをお勧めします（午後も新し

く本を出します。） 

★駐輪場が混雑しているため、なるべく徒歩でのご

来場お願いします。また、お車での来場はご遠慮く

ださい。 

★ご来場の際は本を持ち帰るための袋をご持参く

ださい。 

資料展資料展資料展資料展「「「「大相撲資料展大相撲資料展大相撲資料展大相撲資料展」」」」    １１１１階展示階展示階展示階展示コーナーコーナーコーナーコーナー    



 

順

位 
書名 著者 予約数 

1 １Ｑ８４－ａ ｎｏｖｅｌ－ＢＯＯＫ１ 村上春樹著 468 

2 １Ｑ８４－ａ ｎｏｖｅｌ－ＢＯＯＫ２ 村上春樹著 391 

3 告白 湊かなえ著 368 

4 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 244 

5 パラドックス １３ 東野圭吾著 210 

6 流星の絆 東野圭吾著 181 

7 ガリレオの苦悩 東野圭吾著 153 

7 聖女の救済 東野圭吾著 153 

９ 英雄の書 上 宮部みゆき著 152 

10 運命の人 １ 山崎豊子著 150 

11 悼む人 天童荒太著 145 

12 英雄の書 下 宮部みゆき著 134 

13 贖罪（ミステリ・フロンティア ５５） 湊かなえ著 115 

14 
日本人の知らない日本語 

なるほど～×爆笑！の日本語“再発見”コミックエッセイ 

蛇蔵著 

海野凪子著 
114 

14 のだめカンタービレ 第 1 巻～６巻セット 二ノ宮知子著 114 

館名館名館名館名    今月今月今月今月のののの特集特集特集特集コーナーコーナーコーナーコーナー    

一般書：「戦後日本の政治」 
あずま図書館 

児童書：「“こわい”がいっぱい」 窓ぎわの児童書：「ことばあそびの本」 

一般書：「動物園へ行こう」     
緑図書館 

ヤングアダルト〔Y・Ａ〕：「大阪、なにわでんねん」 

  
寺島図書館 

児童室１：「秋」  児童室２：「本はともだち №４」 

一般書：「エッセイ」  児童書：「気象のかんさつと防災」  
立花図書館 

えほんのひろば：「おじいちゃん・おばあちゃん」 

一般書：「月」「星」「雲」・「防災について考える」 
八広図書館 

児童書：「月・しぜん」 

東駒形コミュニティ 一般書：「ヴィジュアル・ブック－目で知る世界－」 

   会館図書室 児童書：「アートな絵本」「おいでおいであそぼ！」 

一般書 前半：「芸術を体験しませんか？」 「今年の秋はどこへ行く？」  

後半：「着物に親しもう」「大人も読みたいヤングアダルト」 梅若橋コミュニティ 

会館図書室 児童書 前半：「ぜひ！読んでほしいスタッフのおすすめ」 

後半：「おじいちゃん おばあちゃん いつもありがとう」 

横川コミュニティ 一般特集 1：「映像化された本」 一般特集２：「きもので観劇に出かけよう」 

   会館図書室 児童特集：「芸術の秋！観よう！歌おう！描いちゃおう！」 

 

（2009 年８月現在） 



新着案内ダイジェスト（一般書） 

 

書名 著者名 出版社 請求記号 

かわいい手製本 水野真帆著 毎日コミュニケーションズ 022.8 ミ 

もう“モノの言い方を知らない”なんて言わせない 篠崎晃一監修 

小学館辞典編集部編 

小学館 814.4 シ 

半島へ、ふたたび 蓮池薫著 新潮社 289.1 ハス 

おうちですずなり野菜 深町貴子著 カンゼン 626.9 フ 

きれいに地デジを映す本 高木誠利      

能登尚彦共著 

ＣＱ出版 547.8 タ 

買わない習慣 金子由紀子著 アスペクト 590.0 カ 

Ｉ Ｌｏｖｅお茶漬け３６５ デリス・ド・キュイエール川上

文代料理教室監修 

ナツメ社 596.31 

朝つくらないお弁当の手帖 植木もも子著 日東書院本社 596.41 

これで身につく山歩きバテない歩き方術  ＪＴＢパブリッシング 786.1 コ 

ぼくが探偵だった夏（ＭＹＳＴＥＲＹ ＬＡＮＤ Ｍ－０２６） 内田康夫著 講談社 Ｆ うちだ 

昭和二十年夏、僕は兵士だった 梯久美子著 角川書店 Ｆ かけはし 

最も遠い銀河  （上） （下） 白川道著 幻冬舎 Ｆ しらかわ 

太陽を曳く馬   （上） （下） 高村薫著 新潮社 Ｆ たかむら 

ＹｏｕＴｕｂｅ時代の大統領選挙 大柴ひさみ著 東急エージェンシー出版部 314.8 オ 

最強国家ニッポンの設計図 大前研一著 小学館 304.0 オ 

            
 「「「「世界世界世界世界はははは分分分分けけけけてもわからないてもわからないてもわからないてもわからない」」」」    

「「「「分分分分けてもわからないとけてもわからないとけてもわからないとけてもわからないと知知知知りつつりつつりつつりつつ、、、、今日今日今日今日もなおもなおもなおもなお私私私私はははは世界世界世界世界をををを分分分分けようとしているけようとしているけようとしているけようとしている。。。。それはそれはそれはそれは世界世界世界世界をををを認識認識認識認識するするするする    

ことのことのことのことの契機契機契機契機がそのがそのがそのがその往還往還往還往還にしかないからであるにしかないからであるにしかないからであるにしかないからである。」（。」（。」（。」（エピローグエピローグエピローグエピローグよりよりよりより））））    

福岡福岡福岡福岡    伸一伸一伸一伸一    著著著著    

講談社講談社講談社講談社    ２００９２００９２００９２００９年年年年    ７７７７月刊月刊月刊月刊    

               資料資料資料資料ＩＤＩＤＩＤＩＤ    312738388312738388312738388312738388    

今回今回今回今回ごごごご紹介紹介紹介紹介するのはするのはするのはするのは、、、、一昨年一昨年一昨年一昨年「「「「生物生物生物生物とととと無生物無生物無生物無生物のあいだのあいだのあいだのあいだ」（」（」（」（講談社現代新書講談社現代新書講談社現代新書講談社現代新書、、、、サントリーサントリーサントリーサントリー学芸賞学芸賞学芸賞学芸賞・・・・新書大賞新書大賞新書大賞新書大賞））））

ががががベストセラーベストセラーベストセラーベストセラーになったになったになったになった分子生物学者分子生物学者分子生物学者分子生物学者、、、、福岡伸一福岡伸一福岡伸一福岡伸一さんのさんのさんのさんの「「「「世界世界世界世界はははは分分分分けてもわからないけてもわからないけてもわからないけてもわからない」」」」ですですですです。。。。このこのこのこの本本本本もやはりもやはりもやはりもやはり

新書新書新書新書ですがですがですがですが、「、「、「、「トリプトファントリプトファントリプトファントリプトファン」」」」やややや「「「「ESESESES 細胞細胞細胞細胞」」」」などなどなどなど、、、、とてもとてもとてもとても文系文系文系文系のののの頭頭頭頭ではついていけないようなではついていけないようなではついていけないようなではついていけないような深深深深いいいい理系理系理系理系のののの世世世世

界界界界をををを、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく分分分分かりかりかりかり易易易易くくくく案内案内案内案内してくれるしてくれるしてくれるしてくれる上質上質上質上質ののののエッセイエッセイエッセイエッセイですですですです。。。。    

    読読読読みみみみ進進進進めばめばめばめば、、、、生物生物生物生物であるであるであるである自分自身自分自身自分自身自分自身のののの体体体体のののの中中中中にににに、、、、広大広大広大広大でででで不思議不思議不思議不思議なななな世界世界世界世界がががが日日日日々々々々営営営営まれていることがまれていることがまれていることがまれていることが分分分分かりかりかりかり、「、「、「、「鼻鼻鼻鼻

はどこまでがはどこまでがはどこまでがはどこまでが鼻鼻鼻鼻かかかか」」」」とかとかとかとか「「「「消化消化消化消化のののの意味意味意味意味とはとはとはとは」」」」などなどなどなど「「「「常識常識常識常識」」」」としとしとしとしてててて考考考考えていたことのえていたことのえていたことのえていたことの本当本当本当本当のののの姿姿姿姿にににに気気気気づかされますづかされますづかされますづかされます。。。。

学問学問学問学問はははは、、、、世界世界世界世界のののの見方見方見方見方についてのについてのについてのについての体系体系体系体系であるとであるとであるとであると言言言言われていますがわれていますがわれていますがわれていますが、、、、学問学問学問学問をををを極極極極めるとめるとめるとめると世界世界世界世界がこんながこんながこんながこんな風風風風にににに違違違違ってってってって見見見見ええええ

てくるのかというてくるのかというてくるのかというてくるのかという新鮮新鮮新鮮新鮮なななな驚驚驚驚きがきがきがきが感感感感じられますじられますじられますじられます。。。。    

    著者著者著者著者はははは、、、、1959195919591959 年東京生年東京生年東京生年東京生まれまれまれまれ。。。。京都大学卒業後京都大学卒業後京都大学卒業後京都大学卒業後、、、、ハーバードハーバードハーバードハーバード大学研究員大学研究員大学研究員大学研究員、、、、京都大学助教授京都大学助教授京都大学助教授京都大学助教授をををを経経経経てててて、、、、現在青山現在青山現在青山現在青山

学院大学教授学院大学教授学院大学教授学院大学教授。。。。文学文学文学文学やややや美術美術美術美術にもにもにもにも造詣造詣造詣造詣がががが深深深深くくくく、、、、それでいてそれでいてそれでいてそれでいて「「「「コンビニコンビニコンビニコンビニののののサンドイッチサンドイッチサンドイッチサンドイッチはなぜはなぜはなぜはなぜ長持長持長持長持ちするかちするかちするかちするか」」」」などなどなどなど

身近身近身近身近なななな不思議不思議不思議不思議をををを鮮鮮鮮鮮やかにやかにやかにやかに解説解説解説解説するするするする手際手際手際手際もももも卓抜卓抜卓抜卓抜ですですですです。。。。どこからどこからどこからどこから読読読読んでもおもしろいのでんでもおもしろいのでんでもおもしろいのでんでもおもしろいので、、、、あまりあまりあまりあまり時間時間時間時間のののの無無無無いいいい方方方方にににに

もおもおもおもお薦薦薦薦めのめのめのめの一冊一冊一冊一冊ですですですです。。。。（（（（虎虎虎虎））））    

 



 

 

 

 

 

 

 

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、月曜日月曜日月曜日月曜日の開館時間が    9999：：：：00000000～～～～20202020：：：：00000000 です。。。。    

＜＜＜＜視聴覚視聴覚視聴覚視聴覚＞＞＞＞ 

●●●●あずまあずまあずまあずま図書館図書館図書館図書館    

文花１－１９－１ 
電話：3612-6048 

●●●●緑緑緑緑図書館図書館図書館図書館    

緑２－２４－５ 
電話：3631-4621 

●●●●寺島寺島寺島寺島図書館図書館図書館図書館    

東向島３－３４－４ 
電話：3611-4610 

●●●●立花立花立花立花図書館図書館図書館図書館    

立花６－８－1－101 
電話：3618-2620 

●●●●八広八広八広八広図書館図書館図書館図書館    

八広 5－10－1－104 
電話：3616-0846 

●●●●梅若橋梅若橋梅若橋梅若橋コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

会館図書室会館図書室会館図書室会館図書室    
堤通２－９－１ 
電話：3616-1101 

●●●●横川横川横川横川コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    

会館図書室会館図書室会館図書室会館図書室    
横川５－９－１ 
電話：5608-4500 

●●●●東駒形東駒形東駒形東駒形コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    
会館図書室会館図書室会館図書室会館図書室    

東駒形 4－14－1 
電話：3623-1141 

【【【【 開 館 時 間開 館 時 間開 館 時 間開 館 時 間 】】】】  

【【【【休休休休        館館館館        日日日日】】】】    館内整理日《毎月第毎月第毎月第毎月第３３３３木曜日木曜日木曜日木曜日（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、毎月第毎月第毎月第毎月第１１１１月曜日月曜日月曜日月曜日も休館日です。 

 
編集後記：朝夕涼しくなってきました。今月は大型連休があり、今から楽しみにしている方も多いのでは？行楽シーズンを前に、是非図書館の本

をお役立てください。なお、墨田区立図書館・図書室は、祝日も開館しておりますので、連休は読書三昧、“本の虫”になると決めている方も、

是非お越しください♪（そら） 

 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

        1111    2222    3333    4444    5555    

    
  

  

ああああ「おはなしのじ
かん」15：15～ 

緑緑緑緑「小さい子どものた

めのおはなし会」

10：３0～ 

横横横横「おはなしのじ
かん」15：45～ 

立立立立「おはなし会」
14：00～ 

    
  

  

東東東東「おはなしれっ
しゃ」10：30～   

  八八八八「おはなしとあそび

のじかん」10：30～ 

    
  

  

  

  

  東東東東「おはなしのも

り」14：00～ 

    
  

  

  

    
梅梅梅梅「おはなし会」

15：00～ 

6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

        東・梅・横  
  緑緑緑緑「こうさく会」

15：00～  
横横横横「おはなしのじ
かん」15：45～ 

ああああ「あそびとおはな
し会」11：00～ 

          
 八八八八「おひざでえほ

ん」11：00～  
  寺寺寺寺「おはなし会」

10：30～ 

  
コミュニティ 

 
  

 
  立立立立「おはなし会」

14：00～ 

  
図書室休館  

  
 

  八八八八「おはなしとあそび

のじかん」10：30～ 

  
   

  
 

  梅梅梅梅「おはなし会」
15：00～ 

13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    
    

        
ああああ「おはなしのじ

かん」15：15～ 館内整理日 

横横横横「おはなしのじ

かん」15：45～ 

寺寺寺寺「おはなし会」

10：30～ 

  

  
  

緑緑緑緑「おはなしのへ

や」15：00～   

  立立立立「おはなし会」

14：00～ 

  

  
  

  

全館休館 
  八八八八「おはなしとあそび

のじかん」10：30～ 

  

  
  

  

  

  梅梅梅梅「おはなし会」

15：00～ 

20202020    敬老の日 21212121 国民の祝日22222222 秋分の日 23232323 24242424    25252525    26262626    
ああああ「小さい子どものた

めのおはなし会」

11：00～ 

  
    

  
横横横横「おはなしのじ
かん」15：45～ 

立立立立「おはなし会」
14：00～ 

★緑緑緑緑「すみだ文化
講座」14：00～   

    
  

  八八八八「おはなしひろ
ば」10：30～ 

  
  

    
  

  梅梅梅梅「おはなし会」
15：00～ 

27272727    28282828    29292929    30303030                
  

  

寺寺寺寺「おひざでえほ
ん」10：30～ 

ああああ「こうさく会」
15：15～ 

 
   

  

  
 

★20 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、各館に直接お問い合

わせください。  

  

 

♪9 日（水曜日）の緑図書館の「こうさく会」は『うごくおも

ちゃをつくろう！』です。  

 


