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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  

２０１8 年９月号 (9 月１日発行) 第１３７号 

東京オリンピック・パラリンピックに向けて 
墨田区立図書館では、都内公立図書館一斉企画「東京でお 

もてなし ～56 年ぶりの夢～」に参加し、東京２０２０大会 

に向けての特集を企画しました。「おもてなし」を共通のテー 

マとして各館で趣向を凝らした特集コーナーを展開します。 

東京２０２０大会開催まであと２年。図書館からそれぞれの 

「おもてなし」をスタートさせてみませんか！  ※東駒形コミュニティ会館図書室は 7 月実施のため未掲載 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横川コミュニティ会館図書室 
◆外国の方をもてなす 
期間 11月 16日（金）～11月 30日（金） 
内容：日本のおもてなし文化の本、英語や中
国語等の外国語で日本文化やおもてなしを紹
介する本、外国と日本の文化や習慣の違いを
紹介する本等を展示します。 

梅若橋コミュニティ会館図書室 
◆日本を知ろう！東京を知ろう！ 
期間 11月 16日（金）～11月 30日（金） 
内容：日本ってどんな国？東京ってどんな町？ 
外国の方に向けてはもちろん、日本人も知らなか
った日本、東京を紹介していきます。 

立花図書館 
◆Cool Sumida すみだのイイモノ紹介します 
期間 10月 1日（月）～10月 31日（水） 
内容：墨田区では様々な製品が作られ、「すみだ
モダン」という飲食店メニューや商品等の認証も
行われています。その“ものづくりのまち墨田”
を紹介します。ぜひ墨田にしかないものを知って
ください。 

緑図書館 
◆世界が注目！！東京の魅力 
期間 10月 19日（金）～11月 14日（水） 
内容：2020年に向け世界から注目される東京
の魅力を、展示を通して発信します。国内外か
ら東京へいらっしゃる方、又、地元の方にとっ
ては再発見となるよう、東京の魅力をお伝えで
きる資料を集め展示します。 
 

八広図書館 
◆ようこそ！TOKYO へ 

～私たちの街・東京をご案内します～ 

期間 8月 17日（金）～9月 16日（日） 

内容：私たちが暮らし働く Tokyoの定番から 

マイナーなものまで、東京を訪れる方々にご紹介

します。区民の方にも楽しんでいただけるような

資料もご用意してお待ちしています。 

 

ひきふね図書館 
◆オリンピック・パラリンピックの開催年表や

関係書籍の展示 
期間 9月 21日（金）～10月 17日（水） 
内容：半世紀ぶりの東京オリンピック開催に伴

い、特集展示コーナーに『オリンピック・パラ

リンピック』の開催年表や、関係書籍（写真集・

よみもの・活躍した人の本など）を展示します。 
 

 

 

 

 

【もくじ】  ・各館の催し  ３～５面  ・おはなし会、読み聞かせ  ５面 

・特集コーナー ５～６面  ・開館時間、休館日等    ６面 
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「東京五輪音頭-2020-」の CD・DVD を貸出しています！ 

東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図るため、 

「東京五輪音頭-2020-」を収録した CD、および振付映像を 

収録した DVD を貸し出ししています。 

CD は各館 3 枚ずつ、DVD は区内で計５枚を、視聴覚資料 

として所蔵していますのでお気軽にご利用ください。 

 

  
 

お知らせ① 

●「東京五輪音頭-2020-」とは？ 

1964 年に開催された東京オリンピックの時に使われていた東京五輪音頭の

歌詞の一部を変更したもので、歌は石川さゆりさん、加山雄三さん、竹原ピス

トルさんが歌っています。 

みんなで踊れる振付で、世界からやってきた方々と「顔と顔」を合わせて楽

しんでいただきたい、そんな気持ちが込められているそうです。 

DVD には「東京五輪音頭‐２０２０‐の踊り方（振付シート）」も付いてい

ますので、ぜひ振付を覚えてみてください。 

「あしたのジョー×すみだ」コーナーを新設しました 

開催が待たれる”東京 2020 オリンピック･パラリンピック”、墨田区の国技館でボク

シング競技が行われる予定です。 

 社会現象にまでなった、ボクシング漫画不朽の名作『あしたのジョー』の作者の一人、 

”ちばてつや”氏は、学齢期を墨田区で過ごされるなど、墨田区とゆかりが深い、日本を

代表する漫画家の一人で、2018 年は『あしたのジョー』連載開始 50 周年という記念す

べき年でもあります。 

 墨田区では、ボクシング競技の魅力や墨田区 

での開催を、より多くの方々に知っていただき、 

東京 2020 大会を盛り上げるため、『あしたの 

ジョー』とタッグを組んで、様々な PR を行って 

います。 

 ひきふね図書館でも、「あしたのジョー×すみだ」 

コーナーを４階情報サービスコーナー内に設置し、 

大会が終了するまでの期間、『あしたのジョー』 

に関する資料、ちばてつや氏の作品、同氏の実弟 

である漫画家ちばあきお氏の作品、ボクシング漫 

画の名作やボクシングに関する資料を収集し、展 

示することとしました。 

 この機会に、ぜひ、これらの資料をご利用くだ 

さい。 

お知らせ② 
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■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

【パートナーズ企画】 

ハーバード・ビジネス・レ

ビュー読書会 

９月８日（土） 午後 5 時～8 時 〈場所〉5 階会議室  

〈定員〉先着 12 名 〈参加費〉無料 〈申込み〉直接・電話・メ

ールでひきふね図書館へ 〈その他〉★テキスト・課題『DIAMOND

ハーバード・ビジネス・レビュー2018 年９月号』 
〈内容〉９月号の特集テーマは「発想するチーム」です。3時間の自

由討議をおこないます。1 テーブルで深い議論を志向します。 

【パートナーズ企画】 

シャーロック・ホームズ講

演会『翻訳家日暮雅通氏に

よるシャーロック・ホーム

ズの楽しみ方』 

9 月 12 日（水）午後７時～８時半 〈場所〉2 階プロジェクト

コーナー 〈定員〉40 人 〈参加費〉無料 〈申込み〉直接・電

話・E メールでひきふね図書館へ 
〈内容〉日本を代表するシャーロキアン日暮雅通氏による講演会。今

年のホットなホームズ情報や海外の情報など初心者からマニアックな

方までを対象に。（ネタバレもあるかもしれません） 

すみだ英語たどくらぶ 9 月 16 日（日）午後２時～４時 〈場所〉２階プロジェクトコ

ーナー 〈参加費〉無料 〈申込み〉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】 

『検察側の罪人』をより楽

しむために：現役弁護士が

解説！あなたの知らない簡

単法律知識 

9 月 22 日（土）午後 2 時～3 時半 〈場所〉２階プロジェクト

コーナー 〈定員〉先着 40 名 〈参加費〉無料 〈申込み〉直

接・電話・メールでひきふね図書館へ  
〈内容〉映画『検察側の罪人』及び原作小説（雫井脩介/著）に関連し

た制度や過去の事例について、現役弁護士が易しく解説します。＊多

少のネタバレあり 

【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 

９月 23 日（日）午後 2 時～4 時半 〈場所〉5 階会議室 

〈定員〉先着 20 名 〈参加費〉無料 〈申込み〉直接・電話・メ

ールでひきふね図書館へ 〈その他〉★テキスト・課題本 直木

賞受賞作『巷談・本牧亭』安藤鶴夫/著（河出文庫） 
〈内容〉昭和 37 年の東京。その片隅で、人の世の喜怒哀楽を芸に注

ぎ、ひたむきに生きた講談師や落語家たちの姿を、上野・本牧亭に集

う人々の人情を交えて見事に活写した芸道小説の傑作『巷談・本牧亭』

について語り合います。 

『子どもに届けたい絵本』

講座（全３回） 

９月 27 日（木）・10 月 11 日（木）・25 日（木）午後 1 時～

３時 〈場所〉５階会議室 〈定員〉先着 20 名 〈対象〉乳幼児・

小学生の保護者・絵本の選び方に関心のある方など ※お子様の

同伴はご遠慮ください。〈申込み〉直接・電話・メールでひきふ

ね図書館へ 〈講師〉大井むつみ氏（日本子どもの本研究会会員・

児童図書研究会会員）〈内容〉親子で楽しむ本の選び方、子どもにあ

った絵本の見つけ方、家での絵本の読み方等 

音訳者養成講座（初級） 

（全７回）  

  

10 月３日（水）・10 日（水）・17 日（水）・24 日（水）・31

日（水）・11 月７日（水）・11 月９日（金）午前 10 時～正午

まで 〈場所〉５階会議室 〈対象〉講座修了後、音訳者として活

動できる方 〈定員〉20 名（選考）※課題を提出していただき

選考を行います 〈参加費〉無料 ※受講決定者には、アクセント

辞典を用意していただきます。〈申込み〉8 月 11 日（土）から

9 月 18 日（火）までに、直接または電話でひきふね図書館へ 
〈内容〉視覚障がい者等の利用者に向けた、録音図書（デイジー図書）

を作成するボランティアの養成講座を開催します。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475938877/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxNzkucG5n/RS=^ADByJEUbH4PlgnOpF4DHFSOUvh0i5g-;_ylt=A2Rivce9uPdX5AgA3l.U3uV7
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【パートナーズ企画】 

時代小説の楽しみ方 

その３『江戸を楽しむ』 

10 月 6 日（土）午後 2 時～4 時 〈場所〉2 階プロジェクトコ

ーナー 〈定員〉先着 50 名 〈参加費〉無料 〈申込み〉9 月 11

日より、直接・電話・メールでひきふね図書館へ  
〈内容〉毎回ご好評の飯島一次先生の江戸シリーズ第３弾。ご自身も

時代小説作家である飯島先生から、江戸時代のちょっとした雑学やウ

ンチク、背景となった地の紹介など時代小説がもう一つ楽しくなるこ

と間違いなしのお話を。 

タブレットで不思議なハロ

ウィンの世界をえがこう！ 

１０月６日（土）【第１部】午後１時２０分～２時半 【第２部】

午後２時４０分～３時５０分 ※１部及び２部の両方の参加はで

きません。〈場所〉５階会議室 〈対象〉障害のある小・中学生と

その家族〈定員〉各部１５名程度 〈費用〉無料 〈申込期限〉９

月２８日〈申込方法〉事前に氏名・学校名・学年・電話番号を、

電話、ＦＡＸまたは、直接ひきふね図書館へ 
〈内容〉タブレットを使ってプログラミングを体験します。 

【緑図書館】 

催し物 日 程 

ビジネスパーソンのため 

の「ビジネス書を活用して 

スキルアップ！」講座 

9 月 22 日（土）午後 2 時～4 時  

〈場所〉3 階学習室 〈定員〉50 名 〈参加費〉無料  

〈申込み〉直接もしくは電話で緑図書館へ 
〈内容〉書籍情報、ビジネス書の有益性、図書館にある多くのビジネ

ス書の選び方、ビジネスでのスキルアップ方法についての講演会です。 

【立花図書館】 

催し物 日 程 

kumoriのおねえさんと「大

きな kumori」をつくろう 

9 月 24 日（祝・月）午前 10 時～11 時半 〈場所〉立花図書館 

〈定員〉10 人 〈参加費〉無料 〈対象〉未就学児、小学生  

※未就学児は保護者の同伴が必要 〈申込み〉9 月 2 日より、直

接もしくは電話で立花図書館へ 
〈内容〉おすすめの本を紹介するしおり「kumori」をデザイナーの渡

辺ゆきのさんと一緒に手書きで書きます。 

すみだ珈琲店主に聞く『珈

琲の愉しみ』 

 

10 月 1 日（月）午後 6 時半～7 時半 〈場所〉立花図書館 

〈対象〉中学生以上 〈定員〉15 人 〈参加費〉無料  

〈申込み〉9 月 12 日より、直接もしくは電話で立花図書館へ 
〈内容〉墨田区太平にある「すみだ珈琲」店主 廣田氏をお招きし、珈

琲と“すみだ”にまつわる楽しいお話をうかがいます。 

【八広図書館】 

催し物 日 程 

墨田の若手経営者に聞く！

使える仕事術講演会 

10 月 17 日（水）午後 6 時半～８時 〈場所〉多目的ルーム(ホ

ール) 〈定員〉50 人〈参加費〉無料〈申込み〉9 月 11 日より、

直接もしくは電話で八広図書館へ 〈内容〉区内で活躍されている 3

人の企業家の皆様を講師にお招きし、「すみだで働く」という内容でお

話をうかがいます。明日からすぐに使える仕事のヒント満載です。 

【東駒形コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

環境についてのおはなし＆

オリジナルエコバックを作

ろう 

9 月 8 日（土）午後２時～3 時 〈場所〉１階地域集会所 

〈定員〉20 人 〈参加費〉無料 〈申込み〉定員に達したため申

込みの受付を終了いたしました。なお、キャンセル待ちの受付は

可能です。〈内容〉スクリーンを見ながら環境について勉強し、布用

クレヨンで絵を書いてオリジナル図書バッグをつくります。こどもは

もちろん、大人の方も楽しめる内容となっています。 
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【横川コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

子育て講座「赤ちゃんのた

めの絵本の読み聞かせとわ

らべうた」 

日時：９月 8 日（土）午前 11 時～12 時 〈場所〉4 階遊戯室 

〈対象〉乳幼児と保護者 〈参加費〉無料 〈申込み〉直接会場へ  
〈内容〉乳幼児への絵本の読み聞かせとわらべうたについて実演を交

えた講座を実施します。 

■おはなし会・読みきかせ（９月１日～１０月１０日） 

■９月の特集コーナー  ※９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 明治 150 年特集展示 新しい風 ～明治の礎を築いた思想～ 

ティーンズサービス Ｔｈｅ 忍者 

児童書 おいしいものだいすき 

プロジェクトコーナー 
がん対策アクション＆ピンクリボン展（19 日まで） 

緑のカーテンコンテスト応募作品展示(13日から27日まで) 

緑図書館 

  

  

  

一般書 おいしいカレーが食べたい 

ティーンズサービス まさか！！に備えよう！ 

児童書 音のせかい 

絵 本 赤ちゃん 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 
おはなしのじかん 

9 月 4 日（火）・18 日（火）・10 月２日（火） 

午前 11 時～ ★9 月 8 日（土）午後 3 時～ 

おひざでえほん ９月 25 日（火）★午前 10 時～★午前 11 時～ 

緑図書館 

小さい子どものための 

おはなし会 

9 月 6 日（木）午前 10 時半～・10 月 4 日（木） 

午前１０時半～ 

えほんをよもう 9 月 8 日（土）午後 3 時～ 

おはなしのへや 9 月 19 日（水）午後 3 時～ 

えいごでえほん 9 月 26 日（水）午前 10 時半～ 

おはなしよんで 9 月 29 日（土）午後 3 時～ 

立花図書館 
おはなし会 

9 月 1 日(土)・8 日(土)・15 日(土)・22 日(土)・

29 日(土)・10 月 6 日(土)午後 2 時～ 

赤ちゃんおはなし会 9 月 19 日（水）午前 11 時～・午後 1 時半～ 

八広図書館 

おはなしとあそびの 
じかん 

９月１日（土）・８日（土）・１５日（土）・２９

日（土）・１０月６日（土）午前１１時～ 

おひざでえほん ９月１４日（金）午前 11 時～ 

ぷちおはなし会 ９月１９日（水）午後 3 時半～ 

おはなしひろば ９月２２日（土）午前 11 時～ 

東駒形コミュニティ
会館図書室 

おはなしのもり 9 月 6 日（木）・10 月 4 日（木）午後 3 時～ 

えいごでおはなし会 9 月 12 日（水）午後 3 時～ 

おはなしれっしゃ 9 月 18 日（火）午前 10 時半～ 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

おはなし会 
9 月１日（土）・８日（土）・15 日（土）・22 日

（土）・10 月６日（土）午前 11 時～ 
（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 

 
9 月 27 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 

9 月 7 日（金）・14 日（金）・21 日（金）・28

日（金）・10 月 5 日（金）午後 3 時 45 分～ 



６ 

立花図書館 

  

  

一般書① 時（とき） 

一般書② コーヒーハウスたちばな 

ティーンズサービス まわりと差をつけろ！！ 

児童書 もぐもぐタイム 

絵 本 おてがみ 

八広図書館 一般書 列車に乗って旅に出よう！ 

おすすめ スポーツの秋 

ティーンズサービス 手帳をどう使う？ 

ティーンズサービス となりのユカリ ～足立～ 

児童書 月 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

一般書① 防災の日 

一般書② リーダーって何だ？！ 

ティーンズサービス 読書の秋なんて まってられねえ！ 

おはなしのもり フルーツ フリ☆フリ 

おはなしれっしゃ ＢＡＢＹ ＢＡＢＹ 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

  

一般書① 秋を楽しむ 

一般書② ちょっと一休み プチビジネス支援 

児童書 むし 

横川コミュニティ 

会館図書室 
一般書 

防災（9 月 1 日～9 月 15 日） 

秋のおでかけ（9 月 16 日～９月 30 日） 

児童書 
うちゅう（９月 1 日～9 月 15 日） 

おじいちゃん、おばあちゃん（9 月 16 日～9 月 30 日） 

■開館時間 

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・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～午後 8 時 

日曜日・祝日 午前 9 時～午後 5 時 

■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)   

 

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

