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     墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース  

２０２０年７月号 (７月１日発行) 第１５７号 

 

新型コロナウイルス感染症予防のため、次の取り組みを行っております。 

ご理解、ご協力をお願いいたします。 
 

・ 来館時の検温 

・ 入館時の手洗い又は消毒 

・ １時間以内のご利用 

・ １．５ｍの間隔をとってのご利用 

 

 

 

 

手書きのイラスト・キャッチコピー・メッセージ等で本の魅力を伝える紹介カード“ＰＯＰ”の

コンテストを開催します。今回から「絵本部門」を新設しました。みなさまのご応募お待ちして

います。 

【対象】区内在住在学の中学生・高校生 

【部門】▶よみもの部門＝小説、ノンフィクション等を同年代（中学生・高校生）に紹介 

▶絵本部門＝絵本を子ども（5 歳から小学校低学年ぐらい）に紹介 

【応募点数】部門につき一人 1 点まで 

【応募要項】応募の決まり、注意事項等は、ポスター・ちらし又は図書館ウェブサイトでご確認

ください。 

【応募期限】9 月 11 日(金)※必着  【結果発表】11 月頃を予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の 

入賞作品 

おしらせ 

 

図書館からのお願い 

https://3.bp.blogspot.com/-LtpDprDeInM/U401MzabA6I/AAAAAAAAg_w/TzLqymoSDZc/s800/tanabata_sasa.png
https://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3333.html
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https://www.irasutoya.com/2020/03/blog-post_389.html
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図書館では、利用状況や休刊・廃刊等の状況を勘案し、年に１回、購入雑誌の見直しを行って

います。今年度は以下の雑誌の新規所蔵を始めました。 

雑誌名※五十音順 出版社 刊別 発売日 所蔵館 内 容 

アイムホーム 商店建築社 隔月 
奇数月

16 日 
ひきふね 

上質なインテリアデザインと暮

らしを提案するライフスタイル

情報誌 

田舎暮らしの本 宝島社 月刊 3 日 ひきふね 
田舎暮らしを実現させるための

ライフスタイル情報誌 

NHKテレビ・ラジオ 

基礎英語 0 
NHK 出版 月刊 １４日 

ひきふね

八広 

ＮＨＫ放送と連動した小学生の

ための英語学習テキスト誌 

LDK the Beauty 晋遊舎 月刊 ２２日 立花 
コスメ・スキンケアアイテムを

幅広く批評する専門誌 

オレンジページクッ

キング 

オレンジペ

ージ 
季刊 

2,6,9,11

月の 2 日 
八広 

簡単、時短、さまざまな料理ニ

ーズにレシピで応える料理雑誌 

キラピチ 学研プラス 隔月 
奇数月

15 日 
立花 

女子小学生のためのキャラクタ

ー＆おしゃれマガジン 

蛍雪時代 旺文社 月刊 14 日 ひきふね 
国公立大＆難関私立大合格のた

めに読む雑誌 

事業構想  
事業構想大

学院大学 
月刊 1 日 ひきふね 

新しい事業を構想し、実現してい

くためのビジネス誌 

素敵なあの人 宝島社 月刊 16 日 ひきふね 
60 代中心のファッション・ライ

フスタイル誌 

2nd 枻出版社 月刊 １６日 立花 

30 から 50 代男性向けの休日ス

タイルを提案するファッション、

ライフスタイル雑誌 

専門料理 柴田書店  月刊 １9 日 ひきふね 

創刊から約 40 年。各国料理の調

理技術と情報を初心者の方にも

わかりやすく解説 

大学への数学 東京出版 月刊 20 日 緑 
高校生対象の大学受験のための

数学学習誌 

地図中心 
日本地図セ

ンター 
月刊 １０日 立花 

地図を楽しむための様々な情報

を紹介する専門誌 

NATIONAL 

GEOGRAPHIC KIDS 

(ナショナルジオグラ 

フィックキッズ) 

National 

Geographic 

Society  

年

10 

１０日 

(1,7 月除

く) 

ひきふね 
色鮮やかな写真と共に自然・科

学・文化・歴史を紹介 

ボウリングマガジン 
ベースボール･

マガジン社 
月刊 １２日 ひきふね 

プロアマ問わず、国内外のボウリ

ング業界情報とノウハウを紹介 
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■７月の特集コーナー ※７月１日現在のテーマです。月の途中で変わる場合があります。 

施設名 場所 テーマ 

ひきふね図書館 一般書 こんな本あったんだ ２０１９ 

 ティーンズサービス あつまれ！動物たち 

 児童書 ひきふねすいぞくかん 

緑図書館 一般書 さわやかになる 

  ティーンズサービス アートな空間 

  児童書 もう読書感想文でなやまない！ 

  絵 本 ほし／そら 

立花図書館 一般書① アニバーサリー 

  一般書② 生物多様性 

ティーンズサービス 作りたい！！ 

児童書 なつのしゅくだい 

 絵 本 海と山 

八広図書館 一般書 スッキリ暮らす 

おすすめ メフィスト賞 受賞作品 

ティーンズサービス 文系理系 

児童書 ひんやり 

 

 

 

雑誌の最新号は、原則次号が発売さ

れるまで館外貸出ができませんので、

館内でご利用ください。その際、皆様

が利用できるよう最新号は１冊ずつお

取りいただき長時間の利用はご遠慮く

ださい。  

 

最新号の貸出について  

 

最新号の予約受付は、各図書館に納品

され、システム上に登録された時点から

開始します。また、流通の都合等により

発売日よりも納品日が遅れる場合があ

りますので、ご了承ください。  
 

最新号の予約について 

 

墨田区の図書館で所蔵していない雑誌は、他自治体の公共図書館などから取り寄せる

ことができます。 

ただし、取寄せに時間がかかる場合がありますので、ご理解の程よろしくお願いします。 

区内に所蔵していない雑誌について 

https://www.irasutoya.com/2017/05/blog-post_246.html
https://4.bp.blogspot.com/-6AuX5TCsmBI/UYH5k2ItfBI/AAAAAAAARHs/YI6dvTDnBNc/s600/enikki.png
https://1.bp.blogspot.com/-kL5UO_yk4so/U2LuOR7Kw0I/AAAAAAAAfls/OMg0X-U2blc/s800/animal_study_usagi.png
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■７月の特集コーナーつづき 

 

■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、特別整理期間 

 

■所在地・電話番号 

 

図書館ホームページ (http://www.library.sumida.tokyo.jp) 

図書館電話案内サービス (℡:03-3612-6048) 

施設名 場所 テーマ 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

催事特集 人気作家のデビュー作 

一般書① みんなでおもてなし 

一般書② 夏こそ“本”が読みたい！ 

ティーンズサービス 異世界へのとびら 

おはなしのもり やっぱりパンケーキがすき！ 

おはなしれっしゃ なつがきたよ！ 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

一般書① 暮らしを見なおす 

児童書 課題図書 

横川コミュニティ 

会館図書室 

一般書 全米図書賞（15 日まで） 

 涼を呼ぶ（16 日から） 

児童書 しりたいこと、いっぱい！（15 日まで） 

 いっしょにやろう★（16 日から） 

施設 曜日 開館時間 

ひきふね図書館 
月から土曜日 

午前 9 時から午後 9 時まで 

＊こどもとしょしつは午後 6 時まで 

日曜日・祝日 午前 9 時から午後 5 時まで 

緑・立花・八広図書館 

東駒形・梅若橋・横川

コミュニティ会館図書室

すみだ女性センター情報資料コーナー 

月から土曜日 午前 9 時から午後 8 時まで 

日曜日・祝日 午前 9 時から午後 5 時まで 

ひきふね図書館  
京島 1-36-5 ℡5655-2350 

東駒形コミュニティ会館図書室 
東駒形 4-14-1 ℡3623-1141 

緑図書館 
緑 2-24-5 ℡3631-4621 

梅若橋コミュニティ会館図書室 
堤通 2-9-1 ℡3616-1101 

立花図書館 
立花 6-8-1-101 ℡3618-2620 

横川コミュニティ会館図書室 
横川 5-9-1 ℡5608-4500 

八広図書館 
八広 5-10-1-104 ℡3616-0846 

すみだ女性センター情報資料コーナー 
押上 2-12-7-111 ℡5608-1771 

http://www.library.sumida.tokyo.jp/
TEL:03-3612-6048
https://www.irasutoya.com/2016/05/blog-post_462.html
https://www.irasutoya.com/2015/10/blog-post_944.html
https://2.bp.blogspot.com/-q5Xor9wUoYw/UYH5lNsOfOI/AAAAAAAARH0/6AtqEZ-i74I/s600/fuurin.png

