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編集・発行 青梅市中央図書館

青梅市図書館ホームページ

日祝も平日同様、9:00から

20:00 まで開館しています！

２０１６年７月

貸出ランキング

書名 著者

1 東京の庭 cocon

2
かいけつゾロリの 

じこくりょこう 
原ゆたか

3 ラプラスの魔女 東野圭吾

4 希望荘 宮部みゆき

5
かいけつゾロリの 

きょうふのカーレース 
原ゆたか
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青梅市中央図書館 青梅市河辺町１０－８－１ 電話０４２８

ホームページ http://www.library.ome.tokyo.jp/

今後の主な行事予定

☆おはなし会 『絵本の森』 ： 毎月第

☆おはなし会 ： 毎月第４土曜日 １１

☆絵本のべんきょう会 （会場：おはなしの

９月２３日（金） １０：００～１２：００

☆中央図書館映画会 （会場：多目的室

９月２５日（日） １４：００～  『

   １０月３０日（日） １４：００～  『

☆『すばらしい紙芝居と演じ方』講座

１０月２２日(土)、 １０月２３日(日

1日のみの受講も可能です。

申し込み：１０/１（土）９：００から

☆おひざにだっこでおはなし会 （会場

１０月２６日(水) １０：００～１１：

☆図書館で落語を愉しむ 

『入船亭扇治独演会』 （会場：多目的室

   １０月２９日（土） １４：００～１６

※申し込み先のないものは、直接会場

月～８月 ベストリーダー・ベストリクエスト

ランキング 予約ランキング

著者 件数 書名 

cocon 制作室 44 件 1 羊と鋼の森 

ゆたか 40 件 2 人魚の眠る家 

東野圭吾 39件 3 火花 

みゆき 39 件 4 海の見える理髪店 

ゆたか 39件 5
コーヒーが冷めない

うちに 
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行事予定（中央図書館） 

毎月第１金曜日 １０：３０～ 

１１：００～ 

（会場：おはなしの部屋） 

おはなしの部屋） 

００

多目的室 定員：先着６０名）  

『ローマの休日』

『オープン・シーズン』 

（会場：多目的室）

日)１３：３０～１６：００ 

から電話で中央図書館へ 

会場：おはなしの部屋）
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多目的室）
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直接会場へ 

ベストリーダー・ベストリクエスト５ 

ランキング

著者 件数

宮下 奈都 181件

東野 圭吾 154件

又吉 直樹 145件

荻原 浩 121件

川口 俊和 118件


