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プロ・ナチュラリスト（自然案内人） 

  http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/library/index.html 
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墨田区立図書館では 10月 31日に、自然案内人として

テレビ等で活躍中の佐々木洋さんを講師に迎え、子ども

読書推進講演会を開催しました。 
講演会では、墨田区に生息する生き物について、写真

やクイズを使って楽しいお話をしていただきました。参加

した子どもたちは、クイズに積極的に参加するなどして目

を輝かせながら佐々木さんの話を聞いていました。また、

子どもたちと一緒に参加した保護者の方たちも、昆虫や

動物たちの意外な生態に驚いていました。講演会はあっ

という間の２時間でしたが、生き物に対する愉快なお話

のオンパレードでした。 
図書館では、昆虫や動物の面白いエピソードの本や図

鑑を多数取り揃えております。ぜひ、ご利用ください。 

 

 

ハヤブサの最高時速は 

なんと、３５０ｋｍ/ｈ 

新幹線と同じだね。 

布の絵本は、材料に布地やフェルト、ボタン

やひも等を使ってつくるもので、取り外すことが

できる絵本です。すべてボランティアさんの手

作りによるものです。 

はずす、はめる、ひっぱる、あわせるなど、遊

びと日常の動きを結びつけるよう工夫されてい

ます。 

今年度から、一般の貸出が始まりましたが

早くも人気を博しています。ぜひ手に取ってご

覧になってみてください。 

佐々木洋さんの講演会を開催しました！ 

えー！？そうなんだ！ 

布の絵本の貸出をしています！ 

すみだ布の絵本の会「花」代表の吉田さん(左)から 

あずま図書館長(右)へ布の絵本が贈呈された様子で

す。 

緑図書館【すみだ文化講座】と 資料展 11 月のご案内 

講演「義士ゆかりの人による忠臣蔵」 

2009.10.31 

写真講座 「カメラを持って街に出よう」 

講師：最上輝之氏 11 月 15 日（日）午後 2 時～4 時 

 ３階学習室 

資料展 「戦後 50 年浮世絵と写真でみる 
荷風の好きな風景展」   

11 月 29 日（日）午後 2 時～4 時 

 ３階学習室 

期間：11 月 6 日㈮～12 月 6 日㈰ 

緑図書館 1 階、３階展示コーナー 
休館日：１１月 19 日㈭ 



 

館名 今月の特集コーナー 

一般書：「本屋大賞-受賞・ノミネート作品-」 
あずま図書館 

児童書：「あきのほん」 窓ぎわの児童書：「きょうりゅうのほん」 

一般書：「ママの本棚特集」     
緑図書館 

ヤングアダルト〔Y・Ａ〕：「天使か悪魔か」 

寺島図書館 
一般展示：「鳩の街とドブ川の思い出 １１月２６日～１２月２５日」 

児童室１：「あき」  児童室２：「本はともだち」 

一般書：「鉄道で旅しよう」  児童書：「ひみつのはなし」  
立花図書館 

えほんのひろば：「えほんでタイムスリップ」 

一般書：「闘病記」「年賀状２０１０」「冬のあったかごはん」 
八広図書館 

児童書：「秋・たべもの」 

東駒形コミュニティ 一般書：「建築さんぽ」 

   会館図書室 児童書：「おいしそうな 絵本たち!!」 「おいしい秋み～つけた」 

梅若橋コミュニティ 一般書「スタッフおすすめ！大人も読みたい絵本 」「源氏物語の世界」 

会館図書室 児童書「秋をさがそう」 

横川コミュニティ 一般特集 1：「推理小説」 一般特集２：「今夜は我が家であったかお鍋」 

   会館図書室 児童特集：「パーティーへ行こう」 

 

 
（集計期間：２００９年８月～２００９年１０月） 

＜ＣＤ＞ 

順位 タイトル 著者表示 貸出数 

１ ＧＯＬＤＥＮ ＢＥＳＴ 井上陽水 ３６ 

２ 自己ベスト 小田和正 ３２ 

３ ベスト ザ シングルコレクション～軌跡 ＺＡＲＤ ３１ 

 
 
＜ビデオ＞ 

順位 タイトル 著者表示 貸出数 

１ ミッキーのジャングル探検（夢と魔法の宝石箱） ウォルト・ディズニー製作 １７ 

２ モンスターズ・インク （日本語吹替え版） ピート・ドクター監督 １７ 

３ ウルトラマンワールド ウルトラヒーロー最強バトル！ 円谷プロダクション １６ 

 
 
＜ＤＶＤ＞ 

順位 タイトル 著者表示 貸出数 

１ ダイ・ハード 監督：ジョン・マクティアナン １４ 

２ おじゃる丸－マロもだいすき月光町－ 監督：大地丙太郎 １２ 

３ ディア・ハンター 監督：マイケル・チミノ １２ 

 



 
  

 

 
 
 
 

順位 書名 著者 予約数 

1 １Ｑ８４-ａ ｎｏｖｅｌ-ＢＯＯＫ1 村上春樹著 463 

2 １Ｑ８４-ａ ｎｏｖｅｌ-ＢＯＯＫ2 村上春樹著 367 

3 告白 湊かなえ著 330 

4 新参者 東野圭吾著 280 

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 202 

6 パラドックス 13 東野圭吾著 194 

7 流星の絆 東野圭吾著 142 

8 聖女の救済 東野圭吾著 129 

９ 英雄の書 上 宮部みゆき著 126 

10 ガリレオの苦悩 東野圭吾著 122 

11 しがみつかない生き方 ～「ふつうの幸せ」を手に入れる 10 のルール～ 香山リカ著 121 

12 あるキング 伊坂幸太郎著 117 

13 運命の人 1 山崎豊子著 115 

14 のだめカンタービレ・第 1 巻～第 6 巻セット 二ノ宮知子著 111 

15 悼む人 天童荒太 110 

書名 著者名 出版社 請求記号 

ゲーム理論の思考法 

～ビジネス・人生を変える「戦略発想の技術」～ 
川西諭著 中経出版 33.1 カ 

徹底のリーダーシップ 

～最悪のシナリオから最高の結果を生む経営～ 

ﾗﾑ･ﾁｬﾗﾝ著 

中嶋愛 
ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社 336.3 チ 

ビジュアル科学大事典 
～NATIONAL GEOGRAPHIC～ 

ﾏﾃｨｱｽ･ﾃﾞﾙﾌﾞﾘｭｯｸ著 

倉田真木 
日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 400.0 デ 

池上彰の政権交代がわかる！ 
～最新ニュース解説～ 

池上彰著 毎日新聞社 302.0 イ 

ユニクロ・柳井正の進化し続ける言葉 川嶋幸太郎著 ぱる出版 673.7 カ 

グーグルＧｏｏｇｌｅの便利ワザ 160 渥美祐輔著 ｲﾝﾌﾟﾚｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 007.66 ア 

押絵羽子板  
～江戸の技と華～ 

西山鴻月著 日貿出版社 L S37 ニ 

「蒸す」料理 
～カラダにいいことずくめ！ 簡単！おいしい！ヘルシー！～ 

小田真規子著 大泉書店 596.4 オ 

冤罪  

～ある日、私は犯人にされた～ 
菅家利和著 朝日新聞出版 F すがや 

わたしはホロコーストから生まれた ﾊﾞﾆｰｽ･ｱｲｾﾞﾝｼｭﾀｲﾝ作・画 原書房 G アイゼン 



 
 
 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 文化の日 3 4 5 6 7 

 
東・梅・横 

  

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～ 

立「おはなし会」
14：00～ 

  コミュニティ   

東「おはなしれっ
しゃ」10：30～   

  八「おはなしとあそびの

じかん」10：30～ 

  図書室休館   

  
  

  東「おはなしのもり」

14：00～ 

           
梅「おはなし会」

15：00～ 

8 9 10 11 12 13 14 

    
  ♪緑「こうさく会」

15：00～   
横「おはなしのじ
かん」15：45～ 

あ「あそびとおはな
し会」11：00～ 

  
  

  
八「おひざでえほ
ん」11：00～   

  寺「おはなし会」
10：30～ 

  

    
  

  
  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～ 

15 16 17 18 19 20 21 
★緑「すみだ文化
講座」14：00～   

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～ 

寺「おはなし会」
10：30～ 

  

  
  

緑「おはなしのへ
や」15：00～   

  立「おはなし会」
14：00～ 

  

  
  

  

全館休館 

  八「おはなしとあそびの

じかん」10：30～ 

            
梅「おはなし会」
15：00～ 

22 勤労感謝の日 23 24 25 26 27 28 
あ「小さい子ども
のためのおはな

し会」11：00～ 
  

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「おはなしひろ
ば」10：30～ 

  
          

梅「おはなし会」
15：00～ 

29 30      

★緑「すみだ文化
講座」14：00～ 

  

   

    

 

 

 

 

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。 

＜視聴覚＞ 

●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 

【 開 館 時 間 】  

【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。 

 編集後記： １０/３１に講演会でお招きした自然案内人・佐々木洋さんは、あずま図書館隣の百樹園をみて、「こんなにいい場所があったと

は！次の機会には実際に外に出て歩く時間をつくるのもよいですね。」とおっしゃっていました。佐々木氏は都内各所で自然観

察ウォーキングもされています。ご興味のある方は是非参加して自然への知識と健康を手に入れてみませんか。(そら)                             

 

♪１１日（水曜日）の緑図書館の「こうさく会」は『ミニ本をつくろう！』です。 
♪２５日（水曜日）のあずま図書館の「こうさく会」は『クリスマス工作』です。 
★１５日・２９日（日曜日）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。 


