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本  館 
所沢分館 
椿峰分館 

狭山ヶ丘分館 
富岡分館 
吾妻分館 
柳瀬分館 

新所沢分館 
松井小学校図書館 

（所沢航空記念公園内） 
（所沢ﾊ-ﾃｨｱ東棟１・２階） 
（椿峰ﾆｭｰﾀｳﾝ内） 
（狭山ヶ丘ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ３階） 
（富岡まちづくりｾﾝﾀｰ２階） 
（吾妻まちづくりｾﾝﾀｰ１階） 
（柳瀬まちづくりｾﾝﾀｰ２階） 
（新所沢まちづくりｾﾝﾀｰ２階） 
（松井小学校内） 

 

☎ 2995‐6311 / Fax 2992‐1421 
☎ 2923‐1243 / Fax 2928‐8195 
☎ 2924‐8041 / Fax 2928‐8148 
☎ 2949‐1193 / Fax 2949‐8577 
☎ 2943‐3636 / Fax 2943‐6680 
☎ 2924‐0249 / Fax 2928‐8250 
☎ 2944‐4023 / Fax 2945‐7236 
☎ 2929‐1905 / Fax 2929‐1906 
☎ 2992‐2796 / Fax 2992‐2797 
 
 
 
 
 
 

 ‣月 曜 日 

‣祝日の振替 

‣図書整理日 

３日・１０日 

１８日（火）・２５日（火） 

２６日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 １７日（月）・２４日（月）開館時間 午前９時３０分から午後５時まで 
※富岡分館は、富岡まちづくりセンター電気設備点検・床清掃実施のため、１７日（月）
は休館となります。 

※狭山ヶ丘分館は、狭山ヶ丘コミュニティセンター電気設備点検のため、２４日（月）は

休館となります。 

※松井小学校図書館は、祝日開館を実施しておりませんので、１７日（月）、２４日（月）

は休館となります。 

《開館時間》 本館 火曜日 午前９時３０分から午後８時まで 

 
 

水曜日～日曜日 午前９時３０分から午後５時まで 
所沢分館 火曜日～金曜日 午前９時３０分から午後７時まで 

土曜日・日曜日 午前９時３０分から午後５時まで 
新所沢分館 火曜日～金曜日 午前９時３０分から午後９時まで 

土曜日・日曜日 午前９時３０分から午後５時まで 
その他の分館 火曜日～日曜日 午前９時３０分から午後５時まで 

2018.9 

 所沢市立 

所沢図書館 

もう秋だね！ 

読書の秋ということで、 

みんな図書館にあそびに 

きてね♪ 

パソコン  https://www.tokorozawa-library.jp 

携帯電話  https://www.tokorozawa-library.jp/k 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ   https://www.tokorozawa-library.jp/opw/OPS/OPSINDEX.CSP 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

ホームページアドレス 

※    は休館日です 
休館日 
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☆新所沢分館「図書館寄席」 
 日時：９月２９日（土）午後２時から                         

場所：新所沢まちづくりセンター 1階ホール 

出演：入船亭小辰（いりふねてい こたつ） 

対象：小学生以上   

定員：１８０名（事前申込み制・先着順） 

申込：９月１日（土）午前９時３０分から新所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２９－１９０５） 

☆所沢分館「星空の宅配便」 
日時：９月３０日（日）①午後１時から ②午後１時４５分から ③午後２時３０分から 

場所：所沢分館 １階多目的会議室 

対象：どなたでも ※未就学児は保護者同伴   

定員：各回３０名（事前申込み制・先着順） 

申込：９月１６日（日）午前９時３０分から所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２３－１２４３） 

☆所沢分館「古典文学講座～『宇治拾遺物語』の魅力にせまる～Part２」 

日時：前編…１０月１３日（土） 後編…１０月２０日（土）午後２時から 

場所：所沢分館 １階多目的会議室 

講師：及川道之氏（秋草学園短期大学教授） 

対象：一般   

定員：各３０名（事前申込み制・先着順） 

申込：９月２９日（土）午前９時３０分から所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２３－１２４３） 

☆新所沢分館「杉山亮のものがたりライブ」 
日時：１０月２８日（日）午後２時から 

場所：新所沢まちづくりセンター １階ホール 

対象：小学生以上 

定員：１００名（事前申込み制・先着順） 

申込：９月８日（土）午前９時３０分から新所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２９－１９０５） 

１日 (土 ) 
高橋玄洋ドラマ上映会『いごこち満点  １～２』１９７６年 

脚本：高橋玄洋 ほか 出演：山岡久乃 山城新伍 西田敏行 ほか 
９３分  

９日 (日 ) 

『第三の男』 １９４９年 （イギリス） ※モノクロ  

監督：キャロル・リード 原作：グレアム・グリーン 

出演：オーソン・ウェルズ ジョセフ・コットン  

アリダ・ヴァリ ほか 

１００分  

１６日 (日 ) 

『みすゞ』  ２００１年 （日本） 

監督：五十嵐匠   

出演：田中美里 中村嘉葎雄 ほか  

１０5 分  

★９月の市民映画会 
会場：所沢分館 １階多目的会議室 

開演：午後２時から（開場 午後１時３０分） 

定員：６０名（満席の場合は入場できません） 

 

★９月以降の催し物・お知らせ 

 

 



－3－ 

 

 

 

 

 

 

９日（日 ） 『かばのポトマス』（アニメ） １９８８年 米川功真／原作  ２５分  

１６日（日 ） 『名作童話大全集 [８]』「もも太郎」ほか全３話  （アニメ）  ２００３年  ３５分  

≪ 本 館 ≫      ☎２９９５-６３１１ ≪所沢分館≫     ☎２９２３-１２４３ 
◆おはなし会◆ （第２・３・４・５土曜日） ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） 

 ８日・１５日・２２日・２９日 午後２時～ ４歳～  １日・１５日 午前１０時３０分～ ３歳～ 
午後３時３０分～ 小学生～ ◆親子おはなし会◆ （第４金曜日） 

◆親子おはなし会◆ （第３金曜日）  ２８日 午前１０時３０分～ ０～３歳の子と保護者 

 ２１日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 ★星空の宅配便★ 
◆かみしばいの会◆ （第１土曜日） １日  午後２時～  ３０日（日） 未就学児は保護者同伴 

◆かがくあそび「つつがた UFOをつくろう！」◆ ①午後１時～ ②午後１時４５分～ ③午後２時３０分～ 

 １日(土） 午後３時～ 小学生～ ※事前申込制(各回先着３０名)  

≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５  １６日（日）～受付、電話可 

◆おはなし会◆ ≪吾妻分館≫      ☎２９２４-０２４９ 
 ９日（日）  午前１１時～ ３歳～ ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

 １５日（土） 午後３時～ ３歳～  ８日・２２日 午前１１時～ ３歳～ 

◆親子おはなし会◆ （第２金曜日） ◆親子おはなし会◆ （第３金曜日） 
 １４日 午前１０時３０分～ ０～２歳の子と保護者  ２１日 午前１０時～ ０～３歳の子と保護者 

※同日午前１０時～１２時 赤ちゃんタイム ≪椿峰分館≫      ☎２９２４-８０４１ 
◆杉山亮のものがたりライブ◆ ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

 １０月２８日（日） 午後２時～３時３０分 小学生～大人  ８日・２２日 午前１０時３０分～ ４歳～ 

※事前申込制（先着１００名）  ◆親子おはなし会◆ 

 ８日（土）～受付、電話可  １９日（水） 午前１１時～ ０～３歳の子と保護者 

≪富岡分館≫     ☎２９４３-３６３６ ≪柳瀬分館≫     ☎２９４４-４０２３ 
◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） ◆おはなし会◆ （土曜日）  

 １日・１５日 午後２時～ ３歳～  １日・８日・１５日・２２日・２９日 

◆すいようびのおはなし会◆ （第１・２・３・水曜日）  午前１０時３０分～ ※２９日は紙芝居の日 

 ５日・１２日・１９日 ◆親子おはなし会◆（第３水曜日） 

   こぐまおはなし会   午後３時１０分～ ２～３歳  １９日 午前１０時３０分～午前１０時５０分 

   ぺんぎんおはなし会 午後４時１０分～ ３～６歳  ０歳～未就園児と保護者 

◆親子おはなし会◆ （第２水曜日） ≪狭山ヶ丘分館≫      ☎２９４９-１１９３ 
 １２日 午前１０時２０分～ ０～２歳の子と保護者 ◆おはなし会◆ （第１・２・３・４土曜日） 

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６  １日・８日・１５日・２２日 午前１０時３０分～ ３歳～ 

◆日曜日のおはなし会◆ ◆親子おはなし会◆ （第１・３金曜日） 
 ９日 午前１１時～ ４歳～  ７日・２１日 ①午前１０時３０分～ ②午後２時～ 

◆土曜日のおはなし会◆  ０～２歳の子と保護者 

 ２９日 午前１１時～ ４歳～ ※午前と午後の内容は同じ内容です 
◆親子おはなし会◆ （第２木曜日） ★工作・科学あそびの会 

 １３日 午前１１時～ ０～３歳の子と保護者  「目には見えない空気をさわってみよう！」★ 

★工作教室「飛べ！！わりばしひこうき！！」★  ２９日（土） 午前１１時１５分～１２時００分 

 ２日（日）・２２日（土） 午前１０時３０分～   ３歳～（未就学児は保護者同伴） 

※各回当日先着２０名 ５歳～ ※事前申込制(先着１０名) ４日(火）～受付、電話可 

★９月のこども映画会 
会場：所沢分館 １階多目的会議室 
開演：午前１１時～（開場 午前１０時４５分） 
定員：６０名（満席の場合は入場できません） 

 

★９月のおはなし会―くわしくは各図書館へおたずねください―

 
 



進化計算アルゴリズム入門 大谷紀子／著 オーム社 007.13/ｵ/

「共感報道」の時代 谷俊宏／著 花伝社 070.1/ﾀ/

日本思想史の名著30 苅部直／著 筑摩書房 S 121/ｶ/

ヒト、この奇妙な動物 ジャン=フランソワ・ドルティエ／著 新曜社 141.5/ﾄﾞ/

世界から消えた50の国 ビョルン・ベルゲ／著 原書房 209.6/ﾍﾞ/

絵図にみる幕末の北辺防備 戸祭由美夫／著 古今書院 210.58/ﾄ/

プラナカン 太田泰彦／著 日本経済新聞出版社 334.522/ｵ/

熊本地震 あの時何が 熊本日日新聞社 369.31/ｸ/

宮本常一を旅する 木村哲也／著 河出書房新社 382.1/ｷ/

埼玉いきもの図鑑 改訂版 葛生淳一／解説 前田信二／写真 メイツ出版 460.38/ｸ/

時をあやつる遺伝子 松本顕／著 岩波書店 464.1/ﾏ/

建物が語る日本の歴史 海野聡／著 吉川弘文館 521/ｳ/

おんぶで整うこころとからだ 松園亜矢／著 駒草出版 599/ﾏ/

日本全国駅名めぐり 今尾恵介／著 日本加除出版 686.53/ｲ/

硯の中の地球を歩く 青柳貴史／著 左右社 728.3/ｱ/

瞬間を生きる 羽生善治／著 岡村啓嗣／撮影 PHP研究所 796.021/ﾊ/

宛字百景 杉本つとむ／著 八坂書房 811.2/ｽ/

心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術 海保博之／著 講談社 S 816/ｶ/

坂東武者 乾浩／著 郁朋社 913.6/ｲ/

無限の玄/風下の朱 古谷田奈月／著 筑摩書房 913.6/ｺ/

ISOROKU 柴田哲孝／著 祥伝社 913.6/ｼ/

おいしいものと恋のはなし 田辺聖子／著 文藝春秋 B 913.6/ﾀ/

骨なしオデュッセイア 野村喜和夫／著 幻戯書房 913.6/ﾉ/

友を待つ 本城雅人／著 東京創元社 913.6/ﾎ/

医師たちの独白 渡辺淳一／著 集英社 B 913.6/ﾜ/

かんがえる子ども 安野光雅／著 福音館書店 G 914.6/ｱ/

リンカーンとさまよえる霊魂たち ジョージ・ソーンダーズ／著 河出書房新社 933.7/ｿ/

世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生 デイヴィッド・ベロス／著 白水社 950.28/ﾕ/

右ハンドル ワシーリイ・アフチェンコ／著 群像社 983/ｱ/

　　　　　　　書　　　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類　

－４－
B→文庫 G→児童図書研究本 Ｓ→新書


