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 新年明けましておめでとうございます。 

 平成２５年４月にひきふね図書館が開館いたしまして、早いもので

約４年が経ちました。おかげさまで、昨年度は図書館・図書室全体で

約１６０万人の皆様に図書館をご利用いただきました。一日にすると

平均およそのべ４，８００人の方が来館され、５，３００冊の本が貸

出されたことになります。 

 さて、今回はひきふね図書館にあります自動出納書庫についてご紹

介いたします。 

これは、東京２３区の公立図書館では墨田区が唯一備えている新時

代の装置です。パソコンから本を呼び出すと、受取り口にその本が入

った箱が出てくるという巨大な全自動本箱で、（操作は図書館スタッフ

が行っています）大きさは２階建ての一軒家くらいあります。 

この本箱には約２４万冊の本を保管することができます。これは、

本をねかした状態で積み上げ、１冊の厚みをだいたい２ｃｍとすると、

地上約４８００ｍ、なんと東京スカイツリー８本分と同じくらいの高

さになります！ 

本が自動的に運ばれる様子を見るだけでも楽しいので、ひきふね図

書館の図書館ツアー（２月に予定）の際にぜひご覧ください。 

 また、平成２９年４月より、緑・立花・八広図書館につきましては、

指定管理者による管理運営が行われることとなりました。皆様にとっ

て、これからも行きたくなる！行くことが楽しい！役に立つ！図書館

を目指していきます。 

 本年も、職員一同、皆様のご来館をお待ちしております。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館電話案内サービス℡３６１２－６０４８ 

墨田区立図書館のホームページ（http://www.library.sumida.tokyo.jp） 

年頭のごあいさつ 

ひきふね図書館長 

石原 恵美 

http://www.library.sumida.tokyo.jp
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 2016年を振り返る ～図書館ベストオーダー（予約数） TOP10～  

順位 書名 著者名 予約回数 

1 コンビニ人間 村田沙耶香 478 

2 羊と鋼の森 宮下奈都 474 

3 希望荘([杉村三郎シリーズ]) 宮部みゆき 401 

4 危険なビーナス 東野圭吾 378 

5 天才 石原慎太郎 358 

6 
嫌われる勇気(自己啓発の源流「アドラー」

の教え) 
岸見一郎 古賀史健 332 

7 カエルの楽園 百田尚樹 293 

8 
どんなに体がかたい人でもベターッと開脚

できるようになるすごい方法 
Eiko 287 

9 陸王 池井戸潤 284 

10 海の見える理髪店 荻原浩 275 

※ 編集・印刷の関係上、2016年 12月 16日現在の予約回数で集計しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新しくなった緑図書館に、ぜひお越しください● 

緑図書館は、昨年９月より行っていた改修工事にともない、１２月から休館していまし

たが、本年１月５日（木）にリニューアルオープンします。今回の工事では、外壁補修、

館内照明のＬＥＤ化やトイレの改修などの内装工事及び老朽化した設備の更新、また１階

と２階のレイアウトを一部変更しました。皆さまのご利用をお待ちしております。 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース              平成 29年（201７年）1月 

 2015年、2位以下を大きく離して 1位だった又吉直樹さんの「火花」がラン

ク外（14位・予約回数 251）となり、今年は僅差で 2016年上半期の芥川賞受

賞作「コンビニ人間」が 1位となりました。 

 2位は 2016年本屋大賞受賞作「羊と鋼の森」、3位は地元の墨田川高校 OB

である宮部みゆきさんの人気シリーズ“杉村三郎”の最新作、4位はこのランキ

ング常連の東野圭吾さんの作品、5位は田中角栄元総理の生涯を描いた作品、10

位は 2016年上半期の直木賞受賞作となっています。 

 小説が多数を占める中で、6位のアドラー心理学の本「嫌われる勇気（自己啓

発の源流「アドラー」の教え）」は、2015年のランク外（21位・予約回数 186）

から 1年ぶりの復活となりました（ちなみに、2014年は 8位・予約回数 290

でした。）。また、8位の「どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるよう

になるすごい方法」はストレッチの本で、この中では珍しいジャンルでのランク

インとなっています。 

 果たして、2017年はどんな本がランクインされるのでしょうか？ 
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■１月の特集コーナー  ※1月 4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 （18日まで）色、いろいろ 

ﾃｨｰﾝｽﾞｻｰﾋﾞｽ 2017年♪今年は何をしてみよう？！ 

児童書 （18日まで）たのしい 

緑図書館 一般書 落語 寄席 あれやこれや 

ﾃｨｰﾝｽﾞｻｰﾋﾞｽ ハンドメイドで気持ちを伝えよう！ 

児童書 じゅうにしのなかまたち 

立花図書館 一般書① 楽しくバイリンガル 

一般書② 世の中どうなっているの？ 

一般書③ 立花歴史館 

ﾃｨｰﾝｽﾞｻｰﾋﾞｽ 空想世界 

児童書 知ってる？日本の行事 

えほんのひろば 2016年にでたえほん 

東駒形ｺﾐｭﾆﾃｨ 

会館図書室 

一般書① ともに歓喜をわかちあおう！ 

一般書② やるべき本 

おはなしのもり 
（6日まで）ふゆがきた！ 

（7日から）むか～し むかし 

おはなしれっしゃ 
（16日まで）ことばであそぼう 

（17日から）ぬくぬく ほかほか ぽっかぽか 

梅若橋ｺﾐｭﾆﾃｨ 

会館図書室 

一般書① 鞄に一冊 

一般書② 韓ドラあれこれ 

児童書 笑う門には福来る 

横川ｺﾐｭﾆﾃｨ 

会館図書室 
一般書 

（1７日まで）ハレの日 

（1８日から）戦国武将に学ぶ 

児童書 
（1７日から）あかいろ、しろいろ 

（1８日から）しってる？○○のひみつ 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース              平成 2９年（201７年）1月 
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■まちライブラリー貸出日＆ミニセミナー 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース               平成 2９年（201７年）１月 

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 
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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               平成 2９年（201７年）１月 

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 

■図書館で創業セミナー  
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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               平成 2９年（201７年）１月 

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 

■ハーバード・ビジネス・レビュー読書会  
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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               平成 2９年（201７年）１月 

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 

■親子の違いを知って子育てをもっと楽しもうセミナー  
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■1月 1日～平成２９年 2月１０日に開催する催し 

※「ブックポーカー」は、事前申し込みが必要です。３ページをご覧ください。 

■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 

 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 
＊墨田区ひきふね図書館

パートナーズによる企画

は、4～7ページを参照 

おはなしのじかん 
▼1月 10日（火）・17日（火）、2月 7日（火） 

午前 10時半～ ▼１月 14日（土）午後 3時～ 

おひざでえほん 1月 24日（火）▼午前 10時～▼午前 11時～ 

英語多読の集い 1月 29日（日）午後 2時～ 

緑図書館 
小さい子どものためのおはなし会 1月 12日（木）、2月 2日（木）午前 10時半～ 

おはなしのへや 1月 18日（水）午後 3時 15分～ 

立花図書館 
おはなし会 1月 7日～2月 4日の毎週土曜日午後２時～ 

赤ちゃんおはなし会 1月 18日（水）▼午前１１時～▼午後１時半～ 

東駒形コミュニティ

会館図書室 

おはなしのもり 1月 7日（土）、2月 4日（土）午後３時～ 

えいごでおはなし会 1月 11日（水）、2月 8日（水）午後３時～ 

おはなしれっしゃ 1月 17日（火）午前 10時半～ 

ブックポーカー※ 1月 21日（土）午後 2時～ 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

おはなし会 1月 7日～2月 4日の毎週土曜日午後３時～  

あかちゃんおはなし会 
（乳幼児事業・ひよこちゃんあそぼう） 

1月 12日（木）・26日（木）、2月 2日（木）・

9日（木）午前 10時半～ 

横川コミュニティ 

会館図書室 
おはなしのじかん 1月 6日～2月 10日の毎週金曜日午後３時 45分～ 

八広図書館 

平成 28年 11月 1日（火）～平成 29年 1月 31日（火）の期間は、 
施設の改修工事で休館中のため、児童行事を休止します 

おはなしとあそびのじかん 2月 4日（土）午前 11時～ 

おひざでえほん 2月 10日（金）午前 11時～ 

施設 曜日 開館時間 

ひきふね図書館 
月～土曜日 

午前 9時～午後 9時 

＊こどもとしょしつは午後 6時まで 

日曜日・祝日 午前 9時～午後 5時 

緑・立花図書館、すみだ女性セ

ンター情報資料コーナー 

火～土曜日 午前 9時～午後 8時 

日曜日・月曜日・祝日 午前 9時～午後 5時 

東駒形・梅若橋・横川コミュニ

ティ会館図書室 

月～土曜日 午前 9時～午後 8時 

日曜日・祝日 午前 9時～午後 5時 

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 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース               平成 2９年（201７年）１月 


