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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  
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６月上旬から、区内図書館・コミュニティ会館図書室・すみだ女性センター情報資料 

コーナーは順次、『特別整理』のため休館させて頂きます。 
 
『特別整理』とは、『蔵書点検』とも呼ばれる、いわば“図書館の棚卸し”にあたり、 

毎年１回行っています。職員が館内にあるすべての資料（本・雑誌・ＣＤ・ＤＶ 
Ｄ）の資料コード（貼り付けてあるバーコードや IC タグ）をスキャナーで読み込んで、 
コンピュータの情報と合っているかどうかを確認し、整理する作業です。 
 
スキャン作業の後には、違う棚に置かれていた資料を正しい棚に戻したり、不明資料 

（所在のわからない資料）を探索したり、書架の大掃除や場所の移動、資料の修理など、 
日頃なかなかとりかかれない作業を行います。 
  
休館中は皆様に大変ご不便をお掛けしますが、今後ともより快適にご利用していただけ 

る図書館・図書室を目指してまいりますので、ご理解のほどお願いいたします。 
 

施 設 名 特別整理休館期間 

 立  花     図 書 館 

東 駒 形コミュニティ会館図書室 
６月 ４日（火）から６月 ７日（金） 

緑          図  書  館 ６月１１日（火）から６月１４日（金） 

梅 若 橋コミュニティ会館図書室 

横   川コミュニティ会館図書室 
６月１８日（火）から６月２１日（金） 

ひきふね     図  書  館 ６月２４日（月）から６月２８日（金） 

八  広     図  書  館  

すみだ女性センター情報資料コーナー 
７月 ２日（火）から７月 ５日（金） 
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■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

英語多読講座 

『英語多読で読み聞かせ』

(大人対象) 

 

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、またはすみだ区図書館（室）共通利 

用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。 

【申込み】直接または電話で、ひきふね図書館へ 

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。 

【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講座です。 

【講師】鈴木祐子 氏（NPO 多言語多読）   

 
※上記講座のほか、7 月 21 日（日）に、小中学生対象の多読講座を開催

予定です。申込方法等の詳細は、後日、図書館ＨＰ、図書館ニュース 7 月

号等でお知らせします。 

宅配ボランティア養成講座 6月 21日（金）午後 2時から 4時まで 

【場所】5階会議室  

【定員】10名（先着順） 【参加費】無料 【対象】どなたでも 

【申込み】6 月１４日までに、直接または電話でひきふね図書館へ 

【持ち物】筆記用具・印鑑 

【内容】来館できない方へ図書等を届けるボランティアの養成講座で 

す。 

【パートナーズ企画】 

『コミュニケーションに自

信が付くインプロ（即興）

会話術』（全２回） 

6月 22日（土）・29日（土）午後 2時から 3時 30分まで 

【場所】５階会議室  

【定員】先着 20 名【参加費】無料 

【申込み】直接または電話、メールでひきふね図書館へ  

【内容】『ウケる人、スベる人の話し方』（PHP 研究所）の著者・渡辺

龍太氏をお招きして、コミュニケーションについて学びます。 

お仕事でもプライベートでも生かせる、トーク術を実践的に身につ

けていただきます。  

【パートナーズ企画】 

人生・生きがい、青春、恋

愛・結婚、社会・歴史を考

える読書会 

6月 23日（日）午後 2時から 4時 30分まで 

【場所】5階会議室  

【定員】先着 20 名 【参加費】無料 

【申込み】直接または電話、メールでひきふね図書館へ 

【その他】★テキスト・課題本 『或る「小倉日記」伝』傑作短編集

（一）松本清張／著（新潮文庫） 

【内容】生誕 110 年、『黒革の手帖』『砂の器』などで知られる、国民

的作家・巨星、松本清張の出世作、初期の短編集。芥川賞受賞作『或

る「小倉日記」伝』のほか、収録されている短編についてもじっく

り語り合います。 

第 192 回すみだ文化講座 

隅田川花火大会直前！！

『花火大会を 120％楽し

む方法』見よう！撮ろう！ 

楽しもう！ 

6月 30日（日） 午後 2時から 4時まで 

【場所】5階会議室  

【定員】50名 【参加費】無料  

【申込み】直接または電話、FAX でひきふね図書館へ 

 ※手話通訳を希望する場合、6 月 7日（金）までに申込先へ 

【内容】国内 100 か所以上の花火大会を観覧、メディア多数出演の花

火マニア(R)安斎幸裕氏による花火講座。花火の歴史から、花火大会

を楽しむ攻略法、撮影の方法まで楽しく語っていただきます。 

 

https://www.irasutoya.com/2017/06/blog-post_846.html
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【ひきふね図書館】   ～前ページの続き～ 

催し物 日 程 

【パートナーズ企画】 

みんなでボードゲームを作

ろう！遊ぼう！ 

『クイズ問題作りで“調べ

る”を体験』 

6月 30日（日） ★ 午後 1時 30分から 2時 30分まで 

★ 午後 2時 30分から 3時 30分まで 

【場所】２階プロジェクトコーナー  

【定員】各先着 10名 【参加費】無料 【対象】小学生  

【申込み】事前に、催し名・氏名・年齢・電話番号を、直接または電

話、メールでひきふね図書館へ 

【内容】ボードゲーム（すみとりー）を活用し、「調べ学習」に必要な

「問いを作る力」を高める方法を学びます。 

【緑図書館】  

催し物 日 程 

ワークショップ 

『点字で名前をかいてカー

ドをつくろう』 

6月 2日（日） 午後 1時 30分から 3時 30分まで 

【場所】1階児童コーナー  

【参加費】無料【対象】どなたでも   

【申込み】当日直接会場へ ※時間内ご自由に参加いただけます。 

【内容】点字で名前やメッセージをかき、オリジナルのカードづくり 

を行います。 

【八広図書館】 

催し物 日 程 

民話を語ろう 語らいの森 

『笑ってしまう話』 
6月 8日（土） 午後 2時から 

【場所】多目的ルーム〈ホール〉  

【定員】50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】「民話を語ろう 語らいの森」による語りの会。今回のテーマ

は「笑ってしまう話」です。 

すみだすみずみほりおこし

隊 

『みんなでボードゲームを

作ろう！遊ぼう！～クイズ

問題作りで【調べる】を体

験！～』 

6月 15日（土） 午後 1時 30分から 

【場所】児童コーナー  

【定員】１０名 【参加費】無料 【対象】小学生 

【申込み】当日直接会場へ 

【内容】「すみだすみずみほりおこし隊」（すみほり隊）と一緒に、オ

リジナルボードゲーム『すみとり―』のクイズ問題を作って遊ぶワー

クショップを行います。 

マネー講座 

『お金を賢く「貯める・守

る・増やす」』 

7月 13日（土） 午後 2時から 3時 30分まで 

【場所】多目的ルーム〈ホール〉  

【定員】5０名 【参加費】無料 【対象】中学生以上 

【申込み】６月１０日(月)午前９時から直接または電話で八広図書館 

 へ 

【内容】ファイナンシャルプランナー・トータルライフコンサルタン

ト・井澤成聡氏に、お金を賢く貯める・守る・増やす「ちょっとし

たコツ」を分かりやすく解説していただきます。 

【東駒形コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

Ｌｅｔ’ｓ Ｓｐｅａｋ 

Ｅｎｇｌｉｓｈ！ 

第二弾 

6月 1日（土） 午後 1時 30分から 3時 30分まで 

【場所】とうきょうスカイツリー周辺  

【定員】２０名 【参加費】無料 【対象】小学生以上 

【申込み】直接または電話で東駒形コミュニティ会館へ 

【内容】スカイツリーに遊びに来ている外国の方に、英語で突撃       

インタビューします。 
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【東駒形コミュニティ会館図書室】   ～前ページの続き～ 

催し物 日 程 

出張とんこまプラネタリウ

ム 
6月 22日（土） 午前 10時 30分から午後 2時まで各回 30分毎 

入替制 

【場所】5階体育館 【定員】200 名 【参加費】無料 

【対象】すべての方 【申込み】直接１階図書室カウンターへ 

（各コース 50 名程度まで、4 コース） 

【内容】墨田区から当夜に見える星空を再現します。 

みんなでシネマ～座布団に

座ってみる映画館～ 
6月 23日（日） 午後 1時 30分から 

【場所】１階地域集会所 【定員】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】主演のオードリー・ヘップバーン生誕９０年にちなんで、 

「ティファニーで朝食を」を上映します。挿入歌「ムーン・リバー」 

最高です。 

おとなの陶芸教室 

夏の器（練り込みのお皿） 
6月 28日（金） 午後 1時 30分から 3時まで 

【場所】４階図工室 【定員】15 名 【参加費】1,000 円 

【対象】19歳以上で陶芸初心者の方 

【申込み】費用を添えて直接１階図書室カウンターへ 

【内容】先生に教えていただきながら作陶します。当日は成形まで 

行い、焼成したものは後日お引き渡しとなります。 

【横川コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

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】開館時にカウンターでビンゴカードを配布します。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。 

図書館での本の装備と修理

の体験 
6月 29日（土） 午後 1時 15分から 2時 45分まで 

【場所】3階学童クラブ室  

【定員】10名 【参加費】無料 【対象】小学生以上 

【申込み】直接または電話で横川コミュニティ会館へ 

【内容】図書館での本の装備や修理を体験します。 

■６月の特集コーナー  

※６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 小林秀雄賞という事 

ティーンズサービス 雨の日は読書♪ 

児童書 のりものにのってでかけよう 

プロジェクトコーナー 
令和２年度使用小・中学校教科書用図書の展示 

（６月５日（水）から７月４日（木）まで） 

緑図書館 

  

  

  

一般書 家族の接し方 

ティーンズサービス 雨のおはなし 

児童書 小さな生き物たち～昆虫の世界～ 

絵 本 おとうさん 



５ 

■６月の特集コーナー   ～前ページの続き～ 

施設名 場所 テーマ 

立花図書館 

  

  

一般書 
シンプル 

生物多様性 

ティーンズサービス 脳に刺激を！ 

児童書 大人も読みたい！ 

絵 本 スカッと１冊！ 

八広図書館 

 

 

 

一般書 大人のインドア趣味 

おすすめ 言葉で描く絵画など 

ティーンズサービス 気分を変えてお勉強 

児童書 カエル 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 
一般書 

星に願いを～プラネタリウム・ストーリー～ 

「雨」どうすごしましょう 

ティーンズサービス 季節の変化を“Look up”さがそう！ 

おはなしのもり 
ぼうけんしよう！（１１日まで） 

パパやママもよんだかな？（１２日から） 

おはなしれっしゃ 
どんないろがすき？（１７日まで） 

あめ、あめ ふれふれ（１８日から） 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

  

一般書 
癒しを求めて 

さて、町へ出よう 

児童書 のりもの 

横川コミュニティ 

会館図書室 

  

  

一般書 
父（13 日まで） 

衣替えの季節です（14 日から） 

児童書 
チク・タク・チク・タク-じかんのおはなし-（13 日まで） 

つかったことある？このどうぐ（14 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 
６月４日（火）・18日（火）、 

７月２日（火）午前１１時から 

おひざでえほん 
６月 11 日（火）、７月９日（火） 

★午前 10 時から ★午前 11 時から 

夏のおたのしみ会 ７月６日（土）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 

６月 6 日（木）・７月４日（木） 

午前 10 時 30 分から 

えほんをよもう 6 月１５日（土）午後 3 時から 

おはなしのへや 6 月 19 日（水）午後 3 時から 

えいごでえほん 6 月 26 日（水）午前 10 時 30 分から 

おはなしよんで 6 月 29 日（土）午後 3 時から 

立花図書館 

おはなし会 
6 月 1 日（土）・8日（土）・15 日（土）・22日（土） 

・29 日（土）・7 月 6日（土） 午後２時から 

赤ちゃんおはなし会 
6 月 19 日（水） 

★午前 11 時から ★午後 1 時 30 分から 



６ 

■おはなし会・読みきかせ（当月１日から翌月１０日まで） ～前のページの続き～ 

 
■所在地・電話番号 

 

■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 
 

■開館時間 

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 

会場 催し名 日程 

八広図書館 

おはなしのじかん 
6 月 1 日（土）・8 日（土）・15 日（土）・29日（土） 

・7 月 6 日（土）午前 11 時から 

おひざでえほん 6 月 14 日（金）午前 11 時から 

ぷちおはなし会 6 月 19 日（水）午後 3 時 30 分から 

おはなしひろば 6 月 22 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 ６月１２日（水）・７月３日（水）午後３時から 

えいごでおはなし会 ６月１９日（水）午後３時から 

おはなしれっしゃ ６月１８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 
6 月 1 日（土）・8 日（土）・15日（土）・2２日（土） 

・7 月 6 日（土）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 

６月 6 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 
６月 7 日（金）・14日(金)・28 日（金） 

・７月５日（金）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） 

６月６日（木）・7月 4日（木） 

午前 11 時 40 分から 

施設 曜日 開館時間 

ひきふね図書館 
月～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～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

