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【臨時休館期間】
令和２年４月２１日（火）～４月３０日（木）
※５月１日（金）は全館開館します。

【ホームページ利用停止期間】
令和２年４月２０日（月）１９時～５月１日（金）９時

【休館期間中の資料の返却について】
本・雑誌はブックポストに返却することができます。
ＣＤ・他市図書館等からの借用本・大型絵本等は開館日に図書館カウンターへお返しください。

【休館期間中停止するサービス】
資料の貸出、資料の延長、予約（リクエスト）、蔵書検索、レファレンス、複写サービス等
※期間中は電話による上記サービスについてもお受けできません。

図書館システムの更新のための
休館を予定しています

図書館システム入れ替えのため、図書館全館を完全休館します。
また、それに伴い図書館ホームページの利用も一時停止します。
ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

入れ替えに伴い、
現在使用している
パスワードの再設定が
必要となります。
再設定の方法は改めて
お知らせします。

スペシャルおはなし会を開催しました
令和２年２月１３日 ＠図書館緑分室

緑分室では、毎月第３土曜日の「おはなし会」
の他に、不定期で図書館職員による「スペシャル
おはなし会」を実施しています。２月には「冬」
を身近に感じてもらえるようなプログラムを実施
し、１８名の方に参加していただきました。
「スペシャルおはなし会」では、読み聞かせに

加え、工作や実験の展示を通して、子どもたちに
体感してもらうことを大事にしています。
親子でも参加できますので、次回の開催をお楽

しみに！

@itonon



年間貸出回数ＴＯＰ１０ （児童書）

タイトル 作者 出版年 出版者 回数

1 かいけつゾロリシリーズ 原 ゆたか ポプラ社 170

2 おしりたんていシリーズ トロル ポプラ社 122

3
だるまさんが かがくい ひろし 2008 ブロンズ新社 110

うみの１００かいだてのいえ いわい としお 2014 偕成社 110

5 ノンタンほわほわほわわ キヨノ サチコ 2008 偕成社 100

6 からすのおかしやさん かこ さとし 2013 偕成社 99

7 パンダ銭湯 tupera tupera 2013 絵本館 98

8 おばけずかんシリーズ 斉藤 洋 講談社 97

9 おにぎりくんがね・・・ とよた かずひこ 2008 童心社 95

10 だるまさんと かがくい ひろし 2009 ブロンズ新社 94

年間貸出回数ＴＯＰ５ （ＣＤ）

タイトル アーティスト 出版年 回数

1 ÷（ディバイド） エド・シーラン 2017 50

2
ゆずイロハ １９９７－ 2017 ゆず 2017 49

瞬間的シックスセンス あいみょん 2019 49

4 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷 由実 2012 48

5
あの日 あの時 小田 和正 2016 47

海のＯｈ，Ｙｅａｈ！！ ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＡＬＬ ＳＴＡＲＳ 2018 47

年間貸出回数ＴＯＰ１０ （一般書）

タイトル 作者 出版年 出版者 回数

1 コンビニ人間 村田 沙耶香 2016 文芸春秋 206

2 蜜蜂と遠雷 恩田 陸 2016 幻冬舎 175

3 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 2018 文芸春秋 148

4 かがみの孤城 辻村 深月 2017 ポプラ社 147

5 沈黙のパレード 東野 圭吾 2018 文芸春秋 145

6 人魚の眠る家 東野 圭吾 2015 幻冬舎 136

7 すぐ死ぬんだから 内館 牧子 2018 講談社 134

8 九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 2016 小学館 132

9 危険なビーナス 東野 圭吾 2016 講談社 130

10 東京農工大学 図書館利用 カード 129



年間予約回数ＴＯＰ１５ （一般書）

タイトル 作者 出版年 出版社 回数

1 希望の糸 東野 圭吾 2019 講談社 299

2

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 2018 文芸春秋 295

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっ
とブルー

ブレイディみかこ 2019 新潮社 295

4 我らが少女Ａ 高村 薫 2019 毎日新聞出版 259

5 ライオンのおやつ 小川 糸 2019 ポプラ社 191

6 落日 湊 かなえ 2019 角川春樹事務所 178

7 蜜蜂と遠雷 恩田 陸 2016 幻冬舎 177

8 さよならの儀式 宮部 みゆき 2019 河出書房新社 176

9 むらさきのスカートの女 今村 夏子 2019 朝日新聞出版 162

10 コンビニ人間 村田 沙耶香 2016 文芸春秋 154

11 ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤 2019 ダイヤモンド社 153

12 罪の轍 奥田 英朗 2019 新潮社 147

13
平場の月 朝倉 かすみ 2018 光文社 144

熱源 川越 宗一 2019 文芸春秋 144

15 ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ ハンス・ロスリング 2019 日経ＢＰ社 141

年間予約回数ＴＯＰ５ （児童書）

タイトル 作者 出版年 出版社 回数

1 ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ 2019 ブロンズ新社 109

2 鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子 2019 KADOKAWA 84

3 おしりたんてい
かいとうとねらわれたはなよめ

トロル 2019 ポプラ社 76

4 おしりたんてい カレーなるじけん トロル 2019 ポプラ社 73

5 もぐらはすごい アヤ井 アキコ 2018 アリス館 72

年間予約回数ＴＯＰ５ （ＣＤ）

タイトル アーティスト 出版年 回数

1 瞬間的シックスセンス あいみょん 2019 112

2 Ｓｙｍｐａ Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ 2019 91

3 ボヘミアン・ラプソディ
（オリジナル・サウンドトラック）

クイーン 2018 73

4 ＹＡＮＫＥＥ 米津玄師 2014 71

5 Ｔｒａｖｅｌｅｒ Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ 2019 68

集計期間：平成31年4月1日～令和2年3月25日
児童書の貸出ランキングのシリーズ作品については、シリーズの中で一番貸出回数の多いものを掲載しました。



- ホットニュース -

令和元年１２月から始まった外壁
工事が終了し、外壁が新しくなりま
した。以前はタイル壁だったため、
経年劣化によるひび割れが多く、破
片が落下する危険性があったため、
３か月に渡る工事を実施し、古いタ
イルを剥がし、壁の塗り直しを行い
ました。
工事期間中は、騒音・振動が多く

発生し、利用者の皆様には大変ご迷
惑をおかけしました。

写真

小金井市立図書館では、令和２年３月６日より、新型コロナウイルスの感染拡大防止の
ため、全館で臨時休館という形で窓口の縮小を行っております。利用者の皆様にはご不便
をお掛けしており、申し訳ありません。
ご理解・ご協力を頂き感謝申し上げます。

小金井市立図書館のキャラクターは、
現在５体！どの館のなんていうキャラ
クターか、皆さんご存知でしょうか？
正解発表は次号で！

新キャラクターが
生まれそうな予感！

当初の予定から変更があり、４月以降も臨時休館が延長となりました。４月
２１日より、システム更新による休館もあり、通常開館まで長らくお待たせし
てしまい、大変申し訳ありません。状況を見ながら５月以降の開館について検
討してまいります。


