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墨田区立図書館ウェブサイト 

４４４４ 月月月月 か らか らか らか ら 緑緑緑緑 ・・・・ 寺 島寺 島寺 島寺 島 ・・・・ 立 花立 花立 花立 花 ・・・・ 八 広八 広八 広八 広 図 書 館図 書 館図 書 館図 書 館 のののの 開 館 日開 館 日開 館 日開 館 日 ・・・・ 時 間時 間時 間時 間 がががが 拡 大拡 大拡 大拡 大 し ま し たし ま し たし ま し たし ま し た     

火曜日～土曜日・・・・・・9：00～20：00 

日曜日・月曜日・祝日・・・9：00～17：00 

★図書館・コミュニティ会館図書室全館の館内整理日（休館日）は毎月毎月毎月毎月第第第第３３３３木曜日木曜日木曜日木曜日（祝日にあたる場合は翌日）になります 

変わり 
ました 図書館５館共通 

 

 

    「「「「おおおお店店店店をををを開開開開きたいきたいきたいきたい」、「」、「」、「」、「就職活動就職活動就職活動就職活動をしたいをしたいをしたいをしたい」、「」、「」、「」、「効率的効率的効率的効率的なななな経営経営経営経営をしをしをしをし

たいたいたいたい」」」」などというなどというなどというなどという時時時時にににに、、、、図書館図書館図書館図書館ではではではでは見見見見たいたいたいたい本本本本があちこちのがあちこちのがあちこちのがあちこちの書架書架書架書架にににに

分分分分かれていてかれていてかれていてかれていて探探探探しづらいしづらいしづらいしづらい場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。    

そこであずまそこであずまそこであずまそこであずま図書館図書館図書館図書館ではではではでは、「、「、「、「仕事応援仕事応援仕事応援仕事応援コーナーコーナーコーナーコーナー」」」」をををを設設設設けてけてけてけて仕事仕事仕事仕事やややや

就職就職就職就職にににに役立役立役立役立つつつつ本本本本をををを一箇所一箇所一箇所一箇所にににに集集集集めてごめてごめてごめてご紹介紹介紹介紹介していますしていますしていますしています。。。。例例例例えばえばえばえば就職就職就職就職

活動活動活動活動ならならならなら「「「「履歴書履歴書履歴書履歴書のののの書書書書きききき方方方方」「」「」「」「社会人社会人社会人社会人ののののマナーマナーマナーマナー」」」」などのなどのなどのなどの本本本本ををををコーナコーナコーナコーナ

ーーーーにににに集集集集めめめめ、、、、目的目的目的目的にににに合合合合わせてわせてわせてわせて本本本本をををを選選選選べるようにしていますべるようにしていますべるようにしていますべるようにしています。。。。是非一是非一是非一是非一

度度度度ごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。本本本本のまとまりはのまとまりはのまとまりはのまとまりは下下下下のののの表表表表のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。 

《仕事応援コーナー》について 

                

（ハリー・ポッターシリーズ第７巻）Ｊ．Ｋ．ローリング著 静山社 ７月２３日発売予定 

 ７７７７月月月月１１１１日日日日（（（（火火火火））））    午前午前午前午前９９９９時時時時よりよりよりより予約受付予約受付予約受付予約受付をををを開始開始開始開始しますしますしますします！！！！    

１ 

緑図書館緑図書館緑図書館緑図書館    【【【【すすすすみだみだみだ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    ６６６６月月月月のごのごのごのご案内案内案内案内    
    

資料展資料展資料展資料展「「「「明治明治明治明治のののの東京風景東京風景東京風景東京風景・・・・宵宵宵宵からからからから黎明黎明黎明黎明までまでまでまで    

――――小林清親小林清親小林清親小林清親・・・・井上安治展井上安治展井上安治展井上安治展――――」」」」    

ミニミニミニミニ文学展文学展文学展文学展「「「「すみだゆかりのすみだゆかりのすみだゆかりのすみだゆかりの明治明治明治明治のののの文学者文学者文学者文学者たちたちたちたち」」」」    
５月２４日（土）～６月２２日（日）（緑図書館 ３階） 

講演会講演会講演会講演会    「「「「明治明治明治明治のすみだのすみだのすみだのすみだ」」」」    

講師：小島惟孝氏（墨田区文化財調査員）    

６月８日（日）午後２時～４時   （緑図書館 ３階学習室） 

 

 

 

分類分類分類分類    項項項項    目目目目    6666    マネージメントマネージメントマネージメントマネージメント・・・・コーチングコーチングコーチングコーチング     

1111    就職活動就職活動就職活動就職活動・・・・会社情報会社情報会社情報会社情報    7777    マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング     

2222    起業起業起業起業・・・・開業開業開業開業    8888    中小企業中小企業中小企業中小企業・・・・商店商店商店商店経営経営経営経営     

3333    資格試験資格試験資格試験資格試験    9999    このこのこのこの人人人人にににに学学学学ぶぶぶぶ     

4444    仕事仕事仕事仕事のののの技術技術技術技術・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネス語学語学語学語学    10101010    年金年金年金年金・・・・保険保険保険保険・・・・資金運用資金運用資金運用資金運用     

5555    雇用雇用雇用雇用についてについてについてについて    無印無印無印無印    JISJISJISJIS ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック、、、、工業工業工業工業・・・・商業統計商業統計商業統計商業統計、、、、そのそのそのその他他他他     

 



 

 

（５月 27 日現在） 

☆ 掲載順位以下のベスト・リクエストは、館内ＯＰＡＣ（利用者用検索・予約機）の「ベスト・オーダー」、インターネットの
「予約ベスト」でご覧になることができます。 

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：「災害に備える」 
あずま図書館 

児童書：「虫の本」 窓ぎわの児童書：「おでかけ」 

一般書：「日本の演劇」     
緑図書館 

ヤングアダルト〔Y・Ａ〕：「そこに山があるから…」 

一般展示：「隅田川の橋と渡し～墨田区周辺を中心として～」５／１８～６／２０ 
寺島図書館 

児童室１：「あめふり」  児童室２：「家族」 

一般書：「音楽」  児童書：「ファンタジー」  
立花図書館 

えほんのひろば：「石井桃子さんの絵本」 

一般書：「文学賞 ア･ラ･カ･ル･ト」「さあ～ 今からはじめよう！」 
八広図書館 

児童書：「おとうさん」「雨」 「むしば」 

東駒形コミュニティ 一般書：「アジア」 

   会館図書室 児童書：「いぬのおはなし」「つゆなんてへっちゃら」 

梅若橋コミュニティ 一般書 上旬：「お稽古はじめてスキルアップ！」 「スタッフおすすめ！」 下旬：「梅雨こそお掃除！！」「スタッフおすすめ！」 

   会館図書室 児童書 上旬：「おとうさんありがとう」 下旬：「あめのひをたのしむ」 

横川コミュニティ 一般特集 1：「もう読みましたか？貸出の多かった本」 一般特集２：「空を見上げて」 

   会館図書室 児童特集：「そらのおかお」「おとうさん」（6 月上旬～中旬） 

☆ 墨田区立図書館・図書室では、季節や行事に合わせてテーマを決め、資料を集めて展示しています。 
毎回様々なテーマで沢山の資料が集まる「特集コーナー」、どうぞご利用ください。 

今月の 特集 コーナー 
テーマいろいろ      楽しみいろいろ 

順位 先月 書名 著者 予約数 

1 ― ホームレス中学生 田村裕 376 

2 ― 流星の絆 東野圭吾 283 

3 （↑）４ 楽園 上 宮部みゆき 183 

4 （↓）3 楽園 下 宮部みゆき 182 

5 ― ダイイング・アイ 東野圭吾 161 

5 （↑）9 夢をかなえるゾウ 水野敬也 161 

7 （↓）6 陰日向に咲く 劇団ひとり 160 

8 （↓）7 のだめカンタービレ・第１巻～６巻セット 二ノ宮知子 146 

9 （↑）12 ゴールデンスランバー－Ａ ＭＥＭＯＲＹ－ 伊坂幸太郎 140 

10 （↑）13 食堂かたつむり 小川糸 138 

11 （↓）10 おひとりさまの老後 上野千鶴子 137 

12 （↓）８ 女性の品格－装いから生き方まで－ 坂東眞理子 131 

13 （↓）11 私の男 桜庭一樹 123 

14 ＮＥＷ ジーン・ワルツ 海堂尊 115 

15 （↓）14 チーム・バチスタの栄光 海堂尊 99 

２ 



 

 

新着案内ダイジェスト（児童書） 

ママの本棚 

保育園から小学校に行くにあたり、我が子が心配していたことがひとつあります。それは、保育

園の給食から小学校の給食になるにあたり、きちんと食べられるか？ということです。随分前から

父親に「小学校の給食は残さず食べないと、食べ終わるまで片付けられないよ」なんて脅され続け

たからでしょうか？理由は分かりませんが、今は残しても大丈夫のようです。私たちの子ども時代

には、配膳された給食はすべて食べないと、いつまでも座らされた記憶がありますが・・ 

その給食、栄養士がカロリーや栄養のバランスを考え献立を作成していると私たち親は思ってい

ますが、今の給食の献立はひどいと警鐘を鳴らした本があります。粗食を推進する本を多数出版し

ている著者の本です。「『子どもの体が危ない 知らずに食べている危険な食品』幕内秀夫／著」の

中では現代の子どもたちを取り巻く食の環境や現状などが分かりやすく説明されています。 

学校給食の目的は「心身の健全な発達」にあるはずが、「食をでたらめにしている元凶は給食に

あり」とかなり辛口なコメントが書かれています。カタカナ主食ラーメン、ピザ、パスタ、ハンバ

ーガー、グラタン、チャーハンなどの「油型」の主食とスナック菓子や甘いジュースは肥満や生活

習慣病の低年齢化につながり、未来を担う大事な子どもたちの体をも蝕んでしまうとのこと。著者

は子どもに給食を食べさせず弁当を持たせたそうですが、そこまでしなくてもまずは家庭の食事を

見直し、勘違いしていた食の常識を改善できたらいいなーと思うのでした。 

  （ えとよん ） 
 

『『『『 子子子子 ど も のど も のど も のど も の 体体体体 がががが 危危危危 ないないないない         
知知知知 ら ず にら ず にら ず にら ず に 食食食食 べ て い るべ て い るべ て い るべ て い る 危 険危 険危 険危 険 なななな 食 品食 品食 品食 品 』』』』    

幕内秀夫 著  文化出版局コード 
         ２００７年刊  ＰＨＰ研究所 

《資料コード 31264746》 
 

 子子子子どもとどもとどもとどもと一緒一緒一緒一緒にににに    

楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！！！！            

 

３ 

書名 著者名 出版社 請求記号 

みんなの篤姫 寺尾美保 南方新社 289 て 

みえない未来相談室。すきなコトを仕事にする方法－ ｋ．ｍ．ｐ． 河出書房新社 Y 366 け 

海の擬態生物－海中生物の美しく不思議な変身術 伊藤勝敏  誠文堂新光社 481 い 

小学生将棋名人戦公式ガイドブック   小学館 796 し 

手紙を書こう！ １ はじめての手紙 山崎順子監修 鈴木出版 816 や 

ルルとララのいちごのデザート あんびるやすこ 岩崎書店 F あんびる 

わたしのすきなおとうさん 北川チハル 文研出版 F きたがわ  

ひるもよるも名探偵 杉山亮 偕成社 F すぎやま 

ルティおばさん女王さまにへんし～ん！ ジビレ・ハイン 瑞雲舎 E ハイン 

ケロリがケロリ いとうひろし ポプラ社 E いとう 

のねずみチッチ ふくざわゆみこ のら書店 E ふくざわ 

うんてんしてるの、だあれ？ ミシェル・ゲ 徳間書店 E ゲ 

しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです ドン・フリーマン ＢＬ出版 E フリマン 

 



 

 

 

   
 

「「「「効率効率効率効率がががが１０１０１０１０倍倍倍倍アップアップアップアップするするするする    

新新新新・・・・知的生産術知的生産術知的生産術知的生産術」」」」    
～自分をグーグル化する方法～ 

 

勝間 和代 著 

ダイヤモンド社 ２００７年１２月刊 
《資料コード 31266962》 

 著者の勝間和代氏は、慶応大学在学中に公認会計士資格を取得、外資系コンサルティング会社で活

躍する一方、結婚して３人の子どもを育て、人気のブログサイトも運営しています。勝間さんの「効

率化」は、この忙しさの中から必要に迫られて生まれてきたもののようです。中学校で附属に入るま

では、実家のある墨田区の小学校に通っていたとのこと。現在の勝間さんの土台を作ったのは、豊富

な蔵書を持ち、当時は高価だったパソコンを買い与えてくれたお父さんだそうです。（朝日新聞４月

２７日朝刊 教育２「おやじのせなか」より） 

 勝間さんの著書は、現在８タイトル２６冊（発注中３冊含む）所蔵していますが、どれもたくさん

の予約を頂いています。あずま図書館では「仕事応援コーナー」を設けて仕事や就職に役立つ本を多

数ご紹介していますので是非一度ご利用ください。（  虎  ） 

 「時間がほしい」「仕事の効率をあげたい」「自分が２

人いればいいのに」などと思いながら日々仕事や家事に

取り組んでいる方も多いと思います。今回ご紹介するの

はそういう方にお勧めの一冊です。この本の中には、時

間の使い方や仕事の効率化、さらには利益の生み出し方

まで具体的に書かれています。ただし内容に付いていけ

るかどうかは、読む方が自分を「グーグル化」できるか

どうかにかかっているかも知れません。 

☆この新刊案内はダイジェスト（抜粋）版です。すべての新刊案内は、館内ＯＰＡＣ・インターネットの「新着案内」でご覧に
なることができます。 

☆パスワードを取得されますと、館内ＯＰＡＣ・インターネット経由パソコン・携帯電話専用サイトにて、ご自分で資料を予約
する事ができます。 

書名 著者名 出版社 請求記号 

占領期の朝日新聞と戦争責任 今西光男著 朝日新聞社 070.2 イ 

日本百名山山あるきガイド 上   ＪＴＢパブリッシング 291.09 オ 

賃貸生活トラブル解決マニュアル 安西勉ほか著 自由国民社 324.8 ア 

パート・派遣・契約社員の実務がなんでもできる本 坂井事務所著 日本実業出版社 336.4 サ 仕事５ 

恐竜は虹色だったか？ ビートたけしほか 新潮社 404.0 ビ 

世界の首都移転 山口広文著 社会評論社 601.0 ヤ 

日本の「食」は安すぎる 山本謙治著 講談社 498.5 ヤ 

儲けとツキを呼ぶ「ゴミゼロ化」工場の秘密 古芝保治著 日本実業出版社 509.6 フ 

迷ったときの医者選び東京－最新版 取材班 編 角川ＳＳコミュニケーションズ 598.3 イ 

知識ゼロからの寿司入門 小原佐喜男著 幻冬舎 596.21 

野村の「眼」－弱者の戦い－ 野村克也著 ベストセラーズ 783.7 ノ 

いすゞ鳴る 山本一力著 文藝春秋 F やまもと 

アヴェンジャー 上 フォーサイス著 角川書店 G フオサイ 

 

新着案内ダイジェスト（一般書） 

４ 



 

 
５ 

 

 

 

すみだと落 語  
 

前略・・・・・ 

中略・・・・・ 

「こいつを見てバカになって、座りションベンなんかするんじゃねえぞ。サァこれが五十両だ」 

「まあ、おまえさんこりゃァ」 

「これで百両だ。百五十両、二百両、二百五十両」 

「ちょいとお前さん、水をいっぱいおくれな」 

「ざまァみやがれ、おれもそこンとこで水を飲んだンだ。これで三百両だ。どうだ」 

「お前さんは商売が上手だねェ。この次から音のするものがいいよ」 

「おれもそう思って、今度ァ半鐘を買おうと思うんだ」 

「半鐘？そいつァいけないよ。おジャンになるから」 

 
これは、五代目古今亭志ん生の十八番『火焔太鼓』の落ちの部分です。この古今亭志ん生が墨田区業平

に住んでいたのをご存知の方もいらっしゃるでしょう。『志ん生一代』結城昌治／著や『びんぼう自慢』・

『なめくじ艦隊－志ん生半生記－』に出てきます。 

ほかに墨田区ゆかりの落語家には、「江戸落語中興の祖」と言われる烏亭焉馬。竪川辺りに住んでいたこ

とから「立川焉馬」とも名乗っていました。明治には『牡丹燈籠』、『真景累ヶ淵』等の怪談話や『鰍沢』、

『死神』等を作った三遊亭圓朝が本所南二葉町（現在の亀沢三丁目辺り）に住み「二葉の師匠」と呼ばれ

ていました。また、同時期「三遊派」と双へきといわれる「柳派」の代表格であった談洲楼燕枝も同町内

にいました。昭和に入ると前落語協会会長で「山のあな、あな、あな」の『授業中』でお馴染みの三遊亭

円歌が現在の第二寺島小学校を卒業しています。独特なしぐさや口調に特徴のある古今亭円菊は八広に住

んでいましたし、「笑点」のメンバー三遊亭楽太郎は両国生まれで両国中学校卒業です。 

 

としての俗称が記載されているので、それらの場所を探してみるのも面白いと思います。（寺嶋村住人） 

 

 

ほかにも数多くの落語家たちが墨田区とかかわりを持

っています。それに落語の話の中には墨田区ゆかりの地

名や名所が出てきます。三遊亭圓朝が作った『塩原多助

一代記』には相生町（現在の塩原橋辺り）が、『水神』

には隅田川神社が、『野ざらし』や『おせつ徳三郎』に

は三囲神社が、『文七元結』や『唐茄子屋』にはだるま

横丁が、などと数々出てきます。これらは『江戸芸能落語

地名辞典』北村一夫／著 六興出版や『落語地名事典』北村一

夫／著 文元社 等に載っています。また、『江戸府内町名

俚俗名等切図集覧』（地図）江戸町名俚俗研究会には通り名 「江戸府内町名俚俗名等切図集覧」 より 
 

書名 資料コード 書名 資料コード 
『志ん生一代』     上巻 11005327 『志ん生一代』   下巻 11004353 
『びんぼう自慢』 31530735 『なめくじ艦隊－志ん生半生記－』 31502509 
『江戸芸能落語地名辞典』 上巻 31047337 『江戸芸能落語地名辞典』 下巻 31047338 
『落語地名事典』 31238012 『江戸府内町名俚俗名等切図集覧』 11210198 

 

演目 書名 資料コード（図書） 資料コード（視聴覚） 

『火焔太鼓』 志ん生古典落語 第１巻 112290549 43008492（志ん生） ＣＤ 

『牡丹燈籠』 怪談牡丹燈籠 31523509 33007827（圓生）   〃 

『真景累ヶ淵』 明治の文学 第３巻 81056025 33017392（志ん朝）   〃 

『鰍沢』 五代目古今亭志ん生全集 第２巻 31001870 33007725（円生）   〃 

『死神』 古典落語大系 第２巻 31045978 33014490（談志）   〃 

『授業中』 落語新幹線 31502538 43008473（圓歌）   〃 

『塩原多助一代記』 明治の文学 第３巻 81056025 33010082（志ん生）  〃 

『水神』 円生全集別巻 中 31046925 23001899（圓生） カセット 

『野ざらし』 古典落語大系 第６巻 31045982 33007842（柳好）  ＣＤ 

『おせつ徳三郎』 古典落語大系 第１巻 31045977 83004988（志ん生）  〃 

『文七元結』 明治の文学 第３巻 81056025 33007726（圓生）   〃 

『唐茄子屋』 古典落語大系 第６巻 31045982 63000598（金馬） カセット 

 

《《《《文中文中文中文中のののの区内区内区内区内図書館図書館図書館図書館所蔵資料所蔵資料所蔵資料所蔵資料》》》》    

うてい えんば 

しんけいかさねがふち 

だんしゅうろう えんし 

おはこ かえんだいこ 



 

 

６ 

編集後記編集後記編集後記編集後記：：：： このごろは夏を思わせる暑い日もあり、梅雨が明ければ、夏本番です。今のうちに夏のプランを図書館で調べてみてはいか
がでしょうか。今月号から編集体制が変わり、職員が各コーナーを分担して作成することになりました。今後も愛読よろしく
お願いします。（塩） 

 

●●●●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 
火曜日～土曜日 
 9：00～20：00 
日曜日・月曜日・祝日 
 9：00～17：00 
休館日：館内整理日、年

末年始 

●●●●緑緑緑緑図書館図書館図書館図書館    
緑２－２４－５ 
電話：3631-46２１ 
火曜日～土曜日 
 9：00～20：00 
日曜日・月曜日・祝日 
 9：00～17：00 
休館日：館内整理日、年

末年始 
 

●●●●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 
火曜日～土曜日 
 9：00～20：00 
日曜日・月曜日・祝日 
 9：00～17：00 
休館日：館内整理日、年

末年始 
 

●●●●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 
火曜日～土曜日 
 9：00～20：00 
日曜日・月曜日・祝日 
 9：00～17：00 
休館日：館内整理日、年

末年始 
 

●●●●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 
火曜日～土曜日 
 9：00～20：00 
日曜日・月曜日・祝日 
 9：00～17：00 
休館日：館内整理日、年

末年始 
 

●●●●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 
月曜日～土曜日 
 9：00～20：00 
日曜日・祝日 
 9：00～17：00 
休館日：毎月第1月曜日、館内整

理日、年末年始 

●●●●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 
月曜日～土曜日 
 9：00～20：00 
日曜日・祝日 
 9：00～17：00 
休館日：毎月第1月曜日、館内整

理日、年末年始 

●●●●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 
月曜日～土曜日 
 9：00～20：00 
日曜日・祝日 
 9：00～17：00 

休館日：毎月第1月曜日、館内整

理日、年末年始 

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    6666    7777    

    
  

  

ああああ「おはなしのじか

ん」15：00～ 
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～ 

    
八広、東駒形 

特別整理 
八広、東駒形 

特別整理 
八広、東駒形 

特別整理 
八広、東駒形 

特別整理 
八広、東駒形 

特別整理 

八八八八「おはなしとあそ

びのじかん」 

10：30～ 

8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    
★★★★緑緑緑緑「すみだ文化講

座」14：00～    
  

  緑緑緑緑「こうさく会」

15：00～   
東東東東「おはなしのじか

ん」15：30～ 

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～   
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～ 

  

    
東東東東「おはなしれっし

ゃ」10：30～   
  立立立立「おはなし会」

14：00～ 

  

    

東東東東「おはなしのも

り」16：00～   

  八八八八「おはなしとあそ

びのじかん」 

10：30～ 

 

  
寺島 特別整理 寺島 特別整理 寺島 特別整理 寺島 特別整理 寺島 特別整理 

梅梅梅梅「おはなし会」

15：00～ 

15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    

                
ああああ「おはなしのじか

ん」15：00～   

  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～ 

  

  

  

  

  

  八八八八「おはなしとあそ

びのじかん」 

10：30～ 

梅若橋、横川    
特別整理 

梅若橋、横川    
特別整理 

梅若橋、横川    
特別整理 

梅若橋、横川    
特別整理 

梅若橋、横川    
特別整理 

梅若橋、横川    
特別整理 

梅梅梅梅「おはなし会」

15：00～ 

22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    
ああああ「小さい子どもの

ためのおはなし

会」11：00～ 
  

寺寺寺寺「おひざでえほ

ん」10：30～ 

ああああ「こうさく会」 

たなばたかざり 

15：00～ 
  

東東東東「おはなしのじか

ん」15：30～ 

立立立立「おはなし会」

14：00～ 

  
  

    
  

横横横横「おはなしのじか

ん」15：45～ 

八八八八「おはなしひろ

ば」10：30～ 

  緑、立花 
特別整理 

緑、立花 
特別整理 

緑、立花  
特別整理 

緑、立花  
特別整理 

緑、立花  
特別整理 

梅梅梅梅「おはなし会」

15：00～ 

29292929    30303030                        
              

 

 

 

★「すみだ文化講座」（緑）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。 



 

新着案内ダイジェスト（参考図書・その他） 

★朝日新聞・日刊工業新聞・日本経済新聞・毎日新聞・読売新聞の縮刷版もございます。 

書名 著者名 出版社 請求記号 

ＸＨＴＭＬ＋ＣＳＳデザイン 神森勉共ほか著 エムディエヌ 007.6 コ 青丸 

町立図書館をつくった！増補版 白根一夫編著 青弓社 016.2 シ 

基本地図帳 ２００８－２００９ 編集部著 二宮書店 290.3 ニ 

ウソ読みで引ける難読地名 篠崎晃一監修 小学館 291.01 シ 

極端な未来 経済・産業・科学編 キャントン著 主婦の友社 304.0 キ 

個人データ保護 名和小太郎著 みすず書房 316.1 ナ 

日本と国連の５０年 明石康ほか編著 ミネルヴァ書房 319.9 ミ 

重要判例解説 平成１９年度   有斐閣 320.9 ユ 
やさしく読み解く裁判員のための法廷用語ハンドブック プロジェクトチーム編 三省堂 327.6 ニ 

少子化社会白書 平成２０年版 内閣府編集 佐伯印刷 R 334.3 シ 

あなたの会社がもらえる！補助金・助成金 宮澤猛ほか著 同友館 335.3 ミ 仕事８ 

ここからはじめるＮＰＯ会計・税務 松原明ほか著 ぎょうせい 336.9 マ 

立法趣旨から考える租税論の基礎   三恵社 345.0 ナ 

共同研究団塊の世代とは何か 佐伯啓思ほか著 講談社 361.6 サ 

社会保障年鑑 ２００８年版 健康保険組合連合会 東洋経済新報社 R 364.0 シ 

賃金事情等総合調査－賃金事情調査 H１９ 中央労働委員会事務局編集 労委協会 R 366.4 チ 

文部科学白書 平成１９年度 文部科学省 日経印刷 R 373.1 モ 

首都圏中学受験案内 ２００９年度用   晶文社 376.8 ア 

図解江戸の遊び事典 河合敦監修 学研 384.8 カ 

食料白書 ２００８年版 編集委員会 農山漁村文化協会 611.3 シ 

国土交通白書 ２００８ 国土交通省編 ぎょうせい R 682.1 コ 

海のなんでも小事典 道田豊ほか著 講談社 452.0 ミ 

産科医が消える前に 森田豊著 朝日新聞出版 495.5 モ 

国民健康・栄養の現状 H１７年   第一出版 498.5 コ 

クリーンエネルギー社会のおはなし 吉田邦夫著 日本規格協会 501.6 ヨ 

経常利益率３５％超を３７年続ける町工場強さの理由 梅原勝彦著 日本実業出版社 509.5 ウ 

大江戸橋ものがたり 石本馨著 学研 515.0 イ 

ヨーロッパの都市はなぜ美しいのか 佐野敬彦著 平凡社 518.8 サ 

「エネルギーダイエット住宅」のススメ 大宮健司著 ＷＡＶＥ出版 527.0 オ 

旅客機アルバム－日本発着国際線 ０８－０９   イカロス出版 538.6 リ 

ディーゼルエンジンと自動車 鈴木孝著 三樹書房 537.2 ス 

ポケット食品統計 平成１９年版   農林統計協会 R 588.0 シ 

リフォームにかかるお金がわかる本 林直樹著 成美堂出版 597.7 ハ 

歴史と文化を愉しむ東京庭園ガイド 東京名園鑑賞会著 メイツ出版 629.2 ト 

動物奇想天外－江戸の動物百態 内山淳一著 青幻舎 721.0 ウ 

すぐに使える草花文様 芸艸堂編集部編集 芸艸堂 727.0 ウ 

日本古典芸能史 今岡謙太郎著 武蔵野美術大学出版局 772.1 イ 

歌舞伎のかわいい衣裳図鑑 君野倫子著 小学館 774.6 キ 

公認野球規則 ２００８ 日本野球連盟ほか   783.7 ニ 

図解平成大相撲決まり手大事典 新山善一著 国書刊行会 788.1 ニ 

 

 

 

７ 


