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NNeewwss   

夏の人形劇について 

墨田区立図書館・図書室では、子どもたちに本や物

語などに親しみを持ってもらうためのきっかけづくり

として、人形劇・おはなし会・工作会などを行ってい

ます。毎回親子連れをはじめ、たくさんの方に参加い

ただいています。 

 今月は各館、下記の日程で人形劇・夏の子ども会を

開催いたします。たくさんの本と物語との出合いに、

この夏は図書館の人形劇（子ども会）に、いらっしゃ

いませんか？ 

職員一同、心よりお待ちしております。 

★ 開演 30 分前にカウンターにて整理券をお

配りいたします。（あずま図書館） 

★ 行事の詳細は、各館に直接お尋ねください。 

 

墨田区立図書館墨田区立図書館墨田区立図書館墨田区立図書館    人形劇人形劇人形劇人形劇・・・・子子子子どもどもどもども会会会会    

 

図書館 日にち 開演時間 内容 定員 

あずま図書館 

3612－

6048 

7 月 12 日(日) 
午前 10 時 30 分、 

午後 1 時 30 分、午後 3 時 

人形劇「おおきなかぶ」 

「どろぼうがっこう」 

各回先着

100 人 

緑図書館 
3631－

4621 

7 月 22 日(水) 午前 10 時、午後 2 時 人形劇「どろぼうがっこう」他 
各回先着

100 人 

寺島図書館 

3611－

4610 

7 月 25 日(土) 
午前 10 時 30 分、 

午後 2 時 
人形劇「どうぞのいす」、おはなし 

各回先着

100 人 

八広図書館 

3616－

0846 

7 月 29 日(水) 午後 2 時 
人形劇「どろぼうがっこう」、映画、

パネルシアター、手品など 

先着 

100 人 

立花図書館 

3618－

2620 

7 月 31 日(金) 午後 2 時 
人形劇「どろぼうがっこう」、 

手あそび、絵本の紹介など 
先着 50 人 

 

 



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：「環境にやさしいまちすみだ 環境にやさしいくらし」 
あずま図書館 

児童書：「うみとやまのほん」 窓ぎわの児童書：「てんきの本」 

一般書：「日本の世界遺産」     
緑図書館 

ヤングアダルト〔Y・Ａ〕：「見上げてごらん☆」 

一般展示：「隅田川のほとり」 ７月２６日（日）～８月３１日（月）まで 
寺島図書館 

児童室１：「雨」  児童室２：「課題図書」 

一般書：「裁判の事」  児童書：「自由研究」  
立花図書館 

えほんのひろば：「夏の夜」 

一般書：「涼を楽しむ～涼しくなる読み物～」「☆メタボ撃退ダイエット☆」 
八広図書館 

児童書：「空・海」 

東駒形コミュニティ 一般書：「世界遺産」 

   会館図書室 児童書：「こわ～いせかいへようこそ」「あついのあついのとんでいけ～」 

梅若橋コミュニティ 一般書 前半：「親しい人へ感謝をこめて」 「梅若橋いちおし！」  

   会館図書室 後半：「暑さに負けない 夏のスタミナ料理」「夏どこ行く？ なにする？」 

  児童書 前半：「むしって不思議」後半：「自由研究 お手伝いします！」 

横川コミュニティ 一般特集 1：「怖い本」「課題図書」 一般特集２：「今年は一味違う夏を」 

   会館図書室 児童特集：「おんがく しよう！」（７～８月末日）「夏の星空といえば…」（7/1～8） 

 

書名 著者名 出版社 請求記号 

この本読んで！２００９年夏号 
自然とふれあう科学の絵本 

おはなし会を始めてみませんか 

 
財団法人  

出版文化産業振興財団 

019.5 

コ 

ルーン文字-古代ヨーロッパの魔術文字- ポール・ジョンソン 創元社 
849.0 

ジ 

興亡の世界史  -what is human history ?- 

11 東南アジア多文明世界の発見 
青柳 正規（他） 講談社 

209.0 

コ 

地頭力のココロ 

-本質を見る問題解決能力を育てる物語- 

 

細谷 功 
ソフトバンク 

クリエイティブ 
336.2 

ホ 

数学の 20 世紀-解決された 30 の難問- 
ピエルジョルジョ・

オディフレッディ 
青土社 

410.2 

オ 

園芸の知恵袋-栽培中のコツから、収穫後、料理な

どの利用法まで- 
 ブティック社 

620.0 

エ 

免疫力で子どもを強くする-食・笑い・睡眠・運動

が育む心とからだ- 

食べもの文化 

編集部編 
芽ばえ社 

493.9 

メ. 

１年中楽しめる重ね着のワンピースとチュニック  日本ヴォーグ社 593.36 

江戸落語の舞台を歩く-東京まち歩き散歩手帖- 河合 昌次 東京地図出版 
779.1 

カ 

遠い椿（公事宿事件書留帳） 澤田 ふじ子 幻冬舎 F さわだ 

世界はうつくしいとー詩集－ 長田 弘  みすず書房 
911.5 

オサ 

 

新新着着案案内内ダダイイジジェェスストト（（一一般般書書））  



３ 

 

 

今回はまちの歴史散歩と昭和史

についての本です。 （虎） 

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化講座文化講座文化講座文化講座】】】】とととと    資料展資料展資料展資料展    7777 月月月月のごのごのごのご案内案内案内案内    
講演講演講演講演会会会会    「「「「本所本所本所本所のののの伝説伝説伝説伝説・・・・怪談話怪談話怪談話怪談話」」」」        

朗読：劇団檸檬座 

７月１８日（土）午後７時～８時３０分 ３階学習室 

ミニミニミニミニ展示展示展示展示「「「「河童忌河童忌河童忌河童忌」」」」芥川龍之介芥川龍之介芥川龍之介芥川龍之介    ３階展示コーナー    

資資資資料料料料展展展展    「「「「本所七不思議展本所七不思議展本所七不思議展本所七不思議展」」」」        １階展示コーナー    

両展示とも ６月２７日（土）～７月２６日（日） 

書書書書            名名名名    

著著著著            者者者者    

出出出出    版版版版    社社社社    

刊行年月刊行年月刊行年月刊行年月    ＩＳＢＮＩＳＢＮＩＳＢＮＩＳＢＮ    

内容紹介内容紹介内容紹介内容紹介    （ＴＲＣ（ＴＲＣ（ＴＲＣ（ＴＲＣマークマークマークマークのののの抄録抄録抄録抄録をををを参考参考参考参考    

にしていますにしていますにしていますにしています））））                                            
ここがおここがおここがおここがお薦薦薦薦めめめめ！！！！！！！！    

隅田川隅田川隅田川隅田川のののの向向向向こうこうこうこう側側側側            

私私私私のののの昭和史昭和史昭和史昭和史 

   半藤 一利 著    

創元社 

2009.3 

 9784422930466 

著者自らの「昭和史」とは何だったの

か。著者自身と昭和という時代の「青

春期」を軽快に、懐かしく、みずみず

しく描くエッセイ集。 

向島生まれ墨田川高校出身の半藤

先生の半生記。どこからでも読めて、

どこも面白く、様々な雑学満載で、楽

しみながらもの知りになれる一冊。 

ベストベストベストベスト・・・・オブオブオブオブ・・・・谷根千谷根千谷根千谷根千    

町町町町ののののアーカイブスアーカイブスアーカイブスアーカイブス 

 谷根千工房 編著    

亜紀書房 

2009.2 

9784750509013 

地域雑誌「谷中・根津・千駄木」が、

刊行 

２５年にして終刊。「谷根千」の人気

の高かった特集、連載、聞き書きな

どを選り抜いて再録。 

森まゆみ、仰木ひろみ、山崎範子、

河原理子が、歩んできた「谷根千」の

集大成。その町の活きた歴史がその

まま詰まっている貴重な記録。 

東京読書東京読書東京読書東京読書 

 

   坂崎 重盛 著    

晶文社 

2008.1 

9784794967213 

東京の今昔を愛する人へ、読むと東

京のまちが楽しくなる、歩くと東京の

歴史が伝わる１３４冊を紹介。作家

の知られていない一面や地域との関

わりも良く分かる。 

著者は、まちを徹底して歩いている

ため、普通のまち案内にはない深い

味わいがある。その作品が書かれた

時代の空気感が伝わってくる一冊。 

神神神神々々々々のののの闘争闘争闘争闘争    

            安藤 礼二 著    

講談社 

2004.12 

4062126907 

「死者の書」に新しい読みの可能性

を開く。２００２年度「群像」新人文学

賞評論部門優秀作「神々の闘争」を

中心にまとめた論文集。 

折口信夫の思想を中心に展開される

が、大正時代から昭和初期の思想

界の動きがリアルに伝わってくる。 

光光光光のののの曼荼羅曼荼羅曼荼羅曼荼羅    

    

            安藤 礼二 著    

講談社 

2008.11 

9784062145435 

折口信夫をはじめ、埴谷雄高、武田

泰淳、江戸川乱歩、南方熊楠ら、著

者が親しんだ近代文学に対する論考

を集大成している。第２５回伊藤整文

学賞、第３回大江健三郎賞受賞。 

「死者たちに捧げられた、虚空からの

贈り物。それが文学である。」（「序 

死者たちの五月」より）という著者の

偏愛と該博な知識に満ちた評論集。

本当に楽しめる、今回のイチオシ。 

丸山眞男丸山眞男丸山眞男丸山眞男のののの    

「「「「日本日本日本日本」」」」論論論論    

    和久利 康一 著  

 大田  孝伸  著    

カテラ出版会 

2009.1 

------- 

丸山眞男の「日本論」とも言える「歴

史意識の「古層」」、「闇斎学と闇斎学

派」などのテーマを分かり易く解説す

る。 

著者の和久利康一さんは、墨田区在

住。７９歳の今も著作に励んでいる。

東京大学法学部で日本の政治思想

を学び、政治学者の丸山眞男に師事

した。 

剱岳剱岳剱岳剱岳    点点点点のののの記記記記    

            新田 次郎 著    

文藝春秋 

1983.12（単行本） 

-------- 

2006.1（文庫） 

4167112345 

剱岳山頂に三角点を埋設するという

命令を受けた測量官、柴崎芳太郎

は、様々な困難と闘いながら山頂を

めざす。不撓不屈の男たちを謳い上

げた山岳小説。 

映画化もされ、話題の本。一つの目

標に向かって頑張る姿に感動する。 

「「「「神器神器神器神器」」」」    

軍艦橿原殺人事件軍艦橿原殺人事件軍艦橿原殺人事件軍艦橿原殺人事件        

                                    上上上上・・・・下巻下巻下巻下巻    

                    奥泉 光 著    

新潮社 

2009.1   

9784103912026（上） 

9784103912033（下） 

昭和２０年、敗色濃い中、軍艦「橿

原」は、多くの謎を隠して出撃する。

艦艇で展開される、時空も民族も超

えた「日本人論」。奥泉ワールド炸裂

の記念碑的長編。 

ミステリー、伝奇、ユーモア、どのジ

ャンルにも当てはまらない不思議で

面白くて内容の深い小説。 

 



 

 

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    

    
 

 

東東東東「おはなしれっ
しゃ」10：30～ 

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～ 

     
 

  

  
  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～ 

5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    
  

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～ 

立立立立「おはなし会」
14：00～ 

  
コミュニティ  

八八八八「おひざでえほ

ん」11：00～  
  八八八八「おはなしとあそび

のじかん」10：30～ 

  
図書室休館  

  
 

  梅梅梅梅「おはなし会」
15：00～ 

12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    
ああああ「にんぎょうげき」      
１回目 10：30～   
２回目 13：30～ 

３回目 15：00～         

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～ 

立立立立「おはなし会」
14：00～ 

八八八八「おはなしとあそび

のじかん」10：30～ 
 

        
緑緑緑緑「おはなしのへ
や」15：00～   

  梅梅梅梅「おはなし会」
15：00～ 

  

        
  

全館休館 
  ★緑「すみだ文化講

座」19：00～ 

19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    
  

  
  

♪♪♪♪ああああ「こうさく会」
15：15～   

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「にんぎょうげき」   
１回目 11：00～
2 回目 14：00～ 

  

  寺寺寺寺「夏の子ども会」
1 回目 10：30～    
２回目 14：00～ 

    
    
    

        

  

   

  

  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～ 

26262626    27272727    28282828    29292929    30303030    31313131        

 
 

寺寺寺寺「おひざでえほ
ん」10：30～ 

八八八八「夏のおたのし
み会」14：00～     

立立立立「夏の子ども会」
14：00～   

          横横横横「おはなしのじ
かん」15：45～ 

  

 

♪8 日（水曜日）の緑図書館の「こうさく会」は 
『プラネタリウムをつくろう』です。  

♪22 日（水曜日）のあずま図書館の「こうさく会」は 
 『きらきらスピン花火をつくろう』です。 

★18 日（土曜日）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。  

  

 
 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記：：：：朝朝朝朝、、、、プープープープールルルルのかばんをもったのかばんをもったのかばんをもったのかばんをもった小学生小学生小学生小学生にすれにすれにすれにすれ違違違違うようになりましたうようになりましたうようになりましたうようになりました。。。。もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐ、、、、夏本番夏本番夏本番夏本番のののの到来到来到来到来。。。。夏休夏休夏休夏休みのごみのごみのごみのご予定予定予定予定はおはおはおはお決決決決まりでしょうまりでしょうまりでしょうまりでしょう

かかかか？？？？図書館図書館図書館図書館ではではではでは、、、、旅旅旅旅のののの情報誌情報誌情報誌情報誌などなどなどなど各種取各種取各種取各種取りりりり揃揃揃揃えておりますえておりますえておりますえております。。。。図書館図書館図書館図書館でででで、、、、夏夏夏夏のののの過過過過ごしごしごしごし方方方方ののののヒントヒントヒントヒントをををを見見見見つけてみませんかつけてみませんかつけてみませんかつけてみませんか。（。（。（。（そらそらそらそら））））    

 

 

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 


