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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  

２０１9 年５月号 (５月１日発行) 第１４５号 

 

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。ぜひご利用ください。 

雑誌名※五十音順 出版社 刊別 発売日 所蔵館 内 容 

Outdoor Style Go Out 三栄書房 月刊 ３０日 
立花 

梅若橋 

街でもフィールドでも使える新しい

アウトドアファッションマガジン 

NHK ラジオ・高校生か

らはじめる「現代英語」 
ＮＨＫ出版 月刊 １４日 ひきふね 

ニュースを教材に、社会で使える英

語力を身につける講座テキスト 

Auto Camper 

(オートキャンパー) 
八重洲出版 月刊 １５日 八広 

キャンピングカー、RV 車などオー

トキャンピングの情報誌 

京都 月刊 白川書院 月刊 １０日 ひきふね 
京都の魅力を紹介し大人の旅を提案

する地域情報誌 

キルトジャパン 
日本ヴォー

グ社 
季刊 

3,6,9,12

月の 4 日 
ひきふね 

毎号パターンを深く探求するなど、

パッチワークキルトの専門誌 

Cook pad plus 

（クックパッドプラス） 

セブン＆ア

イ 
季刊 

3,6,9,12

月の 2 日 

ひきふね 

八広 

クックパッドの人気レシピの紹介。

料理をはじめ暮らしの情報を発信 

ZUU online magazine ZUU 季刊 
1,4,7,10

月の 20 日 
横川 

個人がお金と時間をコントロールし

て夢へ向うための情報を発信 

高校への数学 東京出版 月刊 ４日 
ひきふね 

緑 

難関高入学等をめざす中学生の高校

受験に役立つ数学学習誌 

公評 公評社 年 11 １５日 ひきふね 
政治、経済、教育を中心に、社会問

題一般を取り上げた総合誌 

公募ガイド 
公募ガイド

社 
月刊 9 日 横川 

文芸、アートなど幅広い公募情報の

専門誌 

珈琲時間 大誠社 季刊 
3,6,9,12

月の 26 日 
八広 

季節ごとの珈琲のある生活を楽しむ

ための情報を紹介するマガジン 

THE BIG ISSUE  

JAPAN 

ビッグイシ

ュー日本 
月 2 1 日,15 日 横川 

ホームレスの人の社会的自立を応援

する市民メディア雑誌 
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雑誌名 出版社 刊別 発売日 所蔵館 内 容 

湘南スタイルmagazine 枻出版社 季刊 
3,6,9,12

月の 26 日 
東駒形 

自然が身近にある湘南のゆったりと

した魅力的な暮らしを提案 

スキーグラフィック 芸文社 月刊 10 日 ひきふね 
スキーに関するあらゆる情報が満

載。本格派に送るスキーマガジン 

ソフトテニスマガジン 
ベースボー

ル・マガジン

社 
月刊 27 日 ひきふね 

ソフトテニスのテクニック解説や、

最新情報を掲載 

致知（ちち） 致知出版社 月刊 5 日 横川 
各界各分野で道を切り開いた人の貴

重体験談等、生きる力を学ぶ 

チャイルドヘルス 
診断と治療

社 
月刊 1 日 立花 

子どもの保健と育児をテーマに幅広

いトピックスと最新情報を提供 

テーミス(THEMIS) テーミス 月刊 1 日 ひきふね 
21 世紀のリーダーに支持され信頼

される情報総合誌 

ねこ 
ネコ・パブ

リッシング 
季刊 

1,4,7,10

月の 12 日 
八広 

猫を飼っていても、いなくても読む

だけで楽しい情報から実用情報まで 

フォトコン 
日本写真企

画 
月刊 ２０日 ひきふね 

写真愛好家を対象にした総合テクニ

ック情報誌 

BOXING BEAT 

（ボクシング・ビート） 

フィットネ

ススポーツ 
月刊 １５日 緑 

ボクシングファンに向けて国内外の

情報を満載した専門誌 

BOSS（ボス） 経営塾 月刊 ２２日 東駒形 
政治・経済等成功者を紹介しビジネ

スマンの問題を解決へと導く羅針盤 

ＢｏａｔＣＬＵＢ 

（ボート倶楽部） 
舵社 月刊 5 日 横川 

ボート、ボートフィッシングほかマ

リンスポーツにも役立つ情報専門誌 

ｍｉｎｉ（ミニ） 宝島社 月刊 1 日 ひきふね 
シンプルでカジュアルな等身大ガー

ルスタイルのためのファッション誌 

Ｍｏｎｏ Ｍａｓｔｅｒ 宝島社 月刊 ２５日 立花 
本当に価値あるもの”本物”を愉し

む大人のモノ雑誌 

Ｍｏｎｏ Ｍａｘ 宝島社 月刊 １０日 梅若橋 
モノの作り手の技と思いを紹介。都

市型生活のハイライフ志向の方へ 

ラジオ深夜便 

NHK サー

ビスセンタ

ー 

月刊 １８日 緑 
NHK「ラジオ深夜便」の楽しさが、

感動が、そのまま雑誌に。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、他区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、所蔵区の貸出ルールが適用されるため、取寄せに時間がかかる場合があります。  

区内に所蔵していない雑誌について 
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■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 
母の日のワークショップ
『点字で母の日カードをつ
くりましょう！』 

5月 8日（水）午後 2時から 4時 30分まで  

【対象】どなたでも【申込み】直接会場へ【場所】こども図書室 
【内容】点字を使って、母の日カードを作ります。 

すみだ英語たどくらぶ 5月 19日（日）午後 2時から 3時 30分まで 

【場所】２階プロジェクトコーナー 【参加費】無料  
【申込み】当日直接会場へ 【その他】開催中、４階多読コーナーの本
は２階の会場へ移動しますので、ご了承ください。 

【内容】交流タイム、自分のペースで読書タイム、ブックトークなど 

【パートナーズ企画】 

『ひきふね寄席』 

6月 15日（土）午後 2時から 4時まで   

【場所】２階プロジェクトコーナー  【定員】50 名  
【参加費】無料【申込み】５月２１日(火)午前 9時から、直接または
電話、メールでひきふね図書館へ*詳細は「墨田区立ひきふね図書館
HP」「ポスター」「申込付チラシ」を参照ください。【内容】入船亭
扇好師匠の落語塾の素人落語家による落語、落語ミニ講座など 

英語多読講座 

『英語多読で読み聞かせ』 

6月 16日（日）午後 2時から 4時まで 

【場所】２階プロジェクトコーナー 【定員】15 名（先着）  
【参加費】無料【対象】区内在住在勤在学、または墨田区図書館（室）
カードをお持ちの方※大人の方対象の講座です。子ども同伴希望の
方は必ず事前に申し出て下さい。詳細は「墨田区立図書館 HP」「ポ
スター」「申込付チラシ」を参照ください。【申込み】6 月 1日(土)
午前９時から、直接または電話でひきふね図書館へ 

【講師】鈴木祐子 氏（NPO 多言語多読） 
【内容】楽しんでたくさん読む「英語多読」について学び、子どもへ
の英語の絵本の読み聞かせ等のコツを知る 

【緑図書館】 

催し物 日 程 

第１９1 回すみだ文化講座 

『両国のへそと呼ばれる 

回向院と本所両国の歴史』 

6月 8日（土）午後 2時から 4時まで 

【場所】緑図書館 3 階学習室【参加費】無料 
【対象】どなたでも【定員】５０名（申込み順） 
【申込み】直接または電話、FAX（3631-4660）で緑図書館へ。※
手話通訳希望の方は 6月 1 日（土）まで受付。 

【内容】両国の行事や人々の絆を支える回向院と、本所両国の歴史を
ひも解く内容を回向院の副住職に講演していただきます。 

【立花図書館】 

催し物 日 程 

子ども読書の日特別企画

『館内ツアー ファミリー

編』 

5月 5日（日）午前 11時 30分から正午 

【場所】立花図書館【参加費】無料【対象】幼児とその保護者 
【定員】先着５組【申込み】当日直接立花図書館へ  
【内容】立花図書館の館内案内、便利なサービスについて紹介。今回
はファミリーにおすすめしたい内容を中心にお伝えします。 

【八広図書館】 

催し物 日 程 

子ども読書の日特別企画 

『ブックトーク＆工作会』 

5月 11日（土）午後 2時から 3時まで 

【場所】八広図書館 多目的ルーム〈和室〉【参加費】無料 
【対象】幼児～小学生とその保護者【定員】１５名（申込み順） 
【申込み】直接八広図書館カウンターへ 
【内容】図書館スタッフおすすめの児童書を紹介するブックトークと
簡単な工作遊び。 

青空おはなし会 

 

5月 18日（土）午後 2時から 3時まで 

【場所】八広図書館の中庭（※雨天の場合は室内）【参加費】無料 
【対象】幼児～小学生とその保護者【定員】２０名（申込み順） 
【申込み】直接または電話で八広図書館へ 
【内容】普段は入る事のできない図書館の中庭で、おはなし会やクイ
ズ大会を行います。 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475938877/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxNzkucG5n/RS=^ADByJEUbH4PlgnOpF4DHFSOUvh0i5g-;_ylt=A2Rivce9uPdX5AgA3l.U3uV7
https://www.irasutoya.com/2017/06/blog-post_846.html
https://3.bp.blogspot.com/-25ZnqXXoSW4/W8BOH-h_c6I/AAAAAAABPV0/FGLDPIlFcCA6SCIBA2kNPo6rB1EAY32zQCLcBGAs/s800/book_smile_girl_boy.png
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【八広図書館】       ～前ページのつづき～ 

催し物 日 程 

第１９０回すみだ文化講座 

『江戸を戦火から救った山

岡鉄舟とすみだゆかりの幕

臣たち』 

 

5月 25日（土）午後 2時から 4時まで 

【場所】八広図書館 多目的ルーム（ホール）  

【定員】先着６０名 【参加費】無料  

【申込み】講座名・氏名・電話番号・ＦＡＸ番号を、直接または電話、

ＦＡＸ（3616-0672）で八広図書館へ※手話通訳の申込みは５月

18 日（土）まで受付。 

【内容】 すみだ地域学研究家・元墨田区立図書館員の松島茂氏に、す

みだにもゆかりのある江戸無血開城の影の功労者・山岡鉄舟を中心

に、幕末・明治に活躍した幕臣たちとすみだの関わりについて講演

していただきます。 

大人の工作会第 12 弾 

『折り紙スマホケース』 
6月 1日（土）午後 2時から 3時まで  

【場所】八広図書館 多目的ルーム(和室) 【定員】先着１０名  

【参加費】無料【対象】中学生以上 【申込み】5 月 17 日（金） 

午前９時から、直接八広図書館カウンターへ 

【内容】折り紙でスマートフォンのケースを作る工作会です。 

【東駒形コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

空育®『JAL 折り紙ヒコー

キ教室』 
5月 18日（土）午後 1時 30分から 3時まで 

【場所】５階体育室【定員】先着６０名（保護者含む） 

【参加費】無料【対象】小学生以上 

【申込み】電話または１階図書室カウンターへ 

【内容】折り紙ヒコーキ協会の指導を受けた JAL の認定指導員のみな

さんが「折り紙ヒコーキ」の折り方を教えてくれます。みんなで楽

しく折り紙ヒコーキを飛ばしましょう！ 

みんなでシネマ～座布団に

座ってみる映画館～ 
5月 26日（日）午後 1時 30分から 

【場所】１階地域集会所【定員】先着２５名【参加費】無料 

【対象】どなたでも【申込み】当日直接会場へ 

【内容】「ハリー・ポッター」の監督が描く、奇想天外アクション・ア

ドベンチャー第 2弾「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々-

魔の海-」を上映します。 

【梅若橋コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

人気のお花屋さんに習う 

寄せ植え教室 
5月 19日（日）午後 1時から 2時 30分まで 

【場所】２階サロン室【定員】先着１５名【対象】高校生以上 

【参加費】1,000 円（受講料・植物・鉢・飾り代含みます） 

【申込み】費用を添えて直接２階事務室へ（代理は不可） 

【内容】初めてでも、素敵な寄せ植えを作るコツをプロが優しく指導

してくれます。お気軽にご参加ください。 

【横川コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

図書館クイズ 2019 4月23日（火）から5月10日（金）まで 

【対象】小学生 

【内容】図書館に関するクイズに全問正解すると次のステップのクイ

ズにチャレンジできます。ステップ毎に図書館員手製のプレゼント

もあります。 

かしだし de ビンゴ！ 

 

 

5月 25日（土）から 6月 16日（日）まで 

【対象】幼児・小学生 

【内容】カウンターでビンゴカードを配布。貸出でその日のナンバー

にしるしが付きます。たて、よこ、ななめ、いずれかの列がそろっ

たらプレゼントがもらえます。 
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■５月の特集コーナー  ※５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！２０１８ 

ティーンズサービス 楽しい休日の過ごし方 

児童書 ほんはともだち 

プロジェクトコーナー 「図書館を使った調べる学習コンクール」受賞作品展 

緑図書館 

一般書 新緑の季節 

ティーンズサービス 気楽に古典 

児童書 世界のともだち！～アジア～ 

絵 本 おかあさん 

立花図書館 

一般書① はじめてみよう楽器の習い事 

一般書② シンプル 

ティーンズサービス こんなのどうでしょう 

児童書 空を自由にとびたいな 

絵 本 あおい 

八広図書館 

一般書 平成の本！読んでみよう♪ 

おすすめ 東海道 

ティーンズサービス 体を動かそう 

児童書 パンの絵本 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

一般書① 時代小説～墨田区～ 

一般書② Let's speak English! 

ティーンズサービス ５月 ゴー！ゴー！ GW 

おはなしのもり 
はるがすき（７日まで） 

ぼうけんしよう！（８日から） 

おはなしれっしゃ 
えほんで あそぼ！（２０日まで） 

どんないろがすき？（２１日から） 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

一般書① 五月病に負けない 

一般書② 
本のお楽しみ袋（5 月 5 日まで） 

さて、町を出よう（5 月 6 日から 6 月 30 日まで） 

児童書 魔女 

横川コミュニティ 

会館図書室 

一般書 
新緑を楽しもう（１５日まで） 

快適な睡眠（１６日から） 

児童書 
おかあさん だいすき（１５日まで） 

うたおう！ おどろう！（16 日から） 

■おはなし会・読みきかせ（当月１日から翌月１０日まで） 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 
おはなしのじかん 

５月７日(火)・２１日(火)・６月４日(火)各日午前１１

時から★５月１１日(土)各日午後３時から 

おひざでえほん 5 月 28 日(火)①午前 10 時から②午前 11 時から 

緑図書館 

小さい子どものための 

おはなし会 

５月２日（木）・６月６日（木）各日午前 10 時

30 分から 

えほんをよもう ５月 11 日（土）午後３時から 

おはなしのへや ５月 15 日（水）午後３時から 

えいごでえほん ５月 22 日（水）午前 10 時 30 分から 
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■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) 

ひきふね図書館メールアドレス：HIKIFUNE@city.sumida.lg.jp 

立花図書館 

おはなし会 
5 月４日（土）・11 日（土）・18 日（土）25 日（土）
6 月 1 日（土）・8 日（土） 各日午後 2時から 

赤ちゃんおはなし会 
5 月 5 日（日）午前 11 時から 
5 月 15 日（水）①午前 11 時から②午後 1 時
30 分から 

八広図書館 

おはなしのじかん 
5 月 4 日（土）・11 日（土）・18 日（土）・6 月
1 日（土）・8 日（土）各日午前 11 時から 

おひざでえほん 5 月 10 日（金）午前 11 時から 

ぷちおはなし会 5 月 15 日（水）午後 3 時 30 分から 

おはなしひろば 5 月 25 日（土）午前 11 時から 

東駒形コミュニティ
会館図書室 

おはなしのもり ５月８日（水）午後３時から 

えいごでおはなし会 ５月１５日（水）午後３時から 

おはなしれっしゃ ５月２１日（火）午前１０時３０分から 

梅若橋コミュニティ
会館図書室 

おはなし会 
5 月 4 日（土）・11 日（土）・18 日（土）・25
日（土）・6 月 1 日（土）・8 日（土）各日午前
11 時から 

（乳児事業ひよこちゃん 

あそぼう内） 

あかちゃんおはなし会 
5 月 9 日（木）午前 10 時３０分から 

横川コミュニティ 
会館図書室 

おはなしのじかん 
５月３日（金）・10 日（金）・17 日（金）・24
日（金）・31 日（金）６月 7 日（金）各日午後
３時 45 分から 

 
ひよこちゃんのおはな
し会（乳幼児対象） 

５月２３日（木）・６月６日（木） 
各日午前 11 時 40 分から 

施設 曜日 開館時間 

ひきふね図書館 
月から土曜日まで 

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  

月から土曜日まで 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

