
  

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

２８ ２９ ３０ ３１    

 ‣月 曜 日 

‣祝日の振替 

‣図書整理日 

１日・１５日・２２日・２９日 

９日（火） 

３１日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 ８日（月）    開館時間 午前９時３０分から午後５時まで 
※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、８日（月）は休館となり

ます。 

※新所沢分館は、電気設備点検のため、８日（月）は臨時休館となります。 

※狭山ヶ丘分館は、１５日（月）から平成３１年２月２８日（木）まで狭山ヶ丘コミュニ

ティセンター施設改修工事のため休館となります。 

《開館時間》 本館 火曜日 午前９時３０分から午後７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 

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 
 
 
 
 
 
 

2018.10 

 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

今月はハロウィンだね。 

お菓子いっぱいもらえる

かなー。 

 

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 

休館日 
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☆本館 「大人のためのおはなし会」 
 日時：１０月１９日（金）午後２時から   

場所：本館３階 集会室 

内容：昔話の語り   

対象：中学生以上  定員：４０名（事前申込み不要・先着順） 

問い合わせ：本館（☎２９９５－６３１１） 

☆柳瀬分館 かっぴークラブ「絵本×ジャズのコンサート」 
日時：１０月２０日（土）午後２時から 

場所：柳瀬まちづくりセンター ホール 

出演：Riverside Jazz Orchestra（柳瀬公民館登録サークル） 

対象：小学生以上  定員：１００名（事前申込み不要・先着順） 

問い合わせ：柳瀬分館（☎２９４４－４０２３） 

☆新所沢分館 図書館セミナー第２回 

「図書館の上手なつかい方 講習会と図書館見学」 
 日時：１１月１０日（土）午後１時３０分から                         

場所：新所沢分館おはなし会室 

内容：参考図書を使って時代小説をもっと楽しむ！ 

対象：一般  定員：１０名（事前申込み制・先着順） 

申込：１０月６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） 

☆柳瀬分館 かっぴークラブ おりがみ講座 

「おりがみでかわいいかごをつくろう！」 
日時：１１月１７日（土）午後２時から 

場所：柳瀬まちづくりセンター 学習室２号  

講師：椎名チヱ氏（日本折紙協会講師） 

対象：小学生以上  定員：２０名（事前申込み制・先着順） 

申込：１０月２０日（土）午前９時３０分から柳瀬分館にて受付（電話申込可☎２９４４－４０２３） 

６日 (土 ) 
高橋玄洋ドラマ上映会『いごこち満点  ３～４』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  

１４日 (日 ) 

『地平線のキックオフ』 ２０１３年 （スイス・エチオピ
ア）  

監督：ステファン・イェーガー 

出演：ステファン・グブサー ヘノック・ターデレ ほか 

９２分  

２１日 (日 ) 

『くろねこ・ルーシー』 ２０１２年 （日本） 

監督：亀井亨   

出演：塚地武雅 安めぐみ ほか  

１０７分  

★１０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） 

 

★１０月以降の催し物・お知らせ 
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☆本館 第１９回所沢図書館まつり 「窓」の出てくる詩を募集します 
講座「詩を書こう、詩を読もう。」を開催します。それに伴い、詩の作品を募集します。応募された方は

ぜひ講座にご出席ください。 

募集作品：６００字（２０字×３０行）以内、一人一作 自作の作品のみ、題名・ 

氏名（ふりがな）・住所・電話番号を明記 ※ペンネーム希望の方は併記 

受付方法：本館・各分館の窓口に直接または本館（〒３５９－００４２ 所沢市並木１－１３） 

所沢図書館まつり「詩を書こう、詩を読もう。」担当あてに郵送  

締切：１１月１５日（木）必着  

講座「詩を書こう、詩を読もう。」 

日時：１２月２日（日）午前１０時から   

場所：本館３階 集会室 

内容：詩についてのおはなし、朗読、講師による詩の講評など 

問い合わせ：本館（☎２９９５-６３１１） 

 

 

☆本館 第１９回所沢図書館まつり ビブリオバトル バトラーを大募集！ 
今話題の、「知的書評合戦」とよばれるゲームです。発表者（バトラー）がそれぞれのイチオシ本を紹

介します。その中で観覧者が一番読みたいと思った本を投票し、チャンプ本を決定します！ 

「本の面白さをたくさんの人に伝えたい！」そんな熱意をもった方を大募集します！！ 

締切：１１月１８日（日） 

日時：１２月１日（土） 午後１時３０分から 

場所：本館３階 集会室 

対象：中学生以上 

定員：５名（事前申込み制・先着順） 

申込：本館にて受付中（電話申込可 ☎２９９５－６３１１） 

※所沢図書館で所蔵している本を紹介してください。 

※バトルの観覧のみをご希望の方は、当日、直接会場にお越しください。（先着３５名・予約不要） 

 

☆狭山ヶ丘分館 施設改修工事に伴う臨時休館のお知らせ 

狭山ヶ丘コミュニティセンター施設改修工事（防水および外壁の改修）の実施に

伴い、臨時休館します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど、よろしく

お願いいたします。一部の図書館サービスについては１階で実施予定です。 

休館期間：平成３０年１０月１５日（月）～平成３１年２月２８日（木）予定 

問い合わせ：狭山ヶ丘分館（☎２９４９-１１９３） 

 

☆１０月２日(火)から、国立国会図書館デジタル化資料送信サービスが利用で

きます！ 
国立国会図書館で所蔵しているデジタル化した約２００万点の資料を、所沢図書館本館・分館のインタ

ーネット端末でご覧いただけます。 

国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版などの理由で入手が困難な資料約１５０万点は、

これまで、国立国会図書館へ出向かなければ、閲覧できませんでした。 

これからは、お近くの図書館でご覧いただけます。 

また、著作権法の範囲内での複写も可能です。詳しくは、図書館職員までお問い合わせください。 

なお、松井小学校図書館では、上記のサービスはご利用できません。 

問い合わせ：本館（☎２９９５-６３１１）及び各分館 



 

－４－ 

 

 

 

 

 

 

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

 １３日・２０日・２７日 午後２時～ ４歳～  ６日・２０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） 

１９日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 
 ２６日 午前１０時３０分～ ０～３歳の子どもと保護者 

◆かみしばいの会◆ （第１土曜日） ６日  午後２時～ ★とこぶん工作会 「雨の音のする楽器をつくろう」★ 

◆かがくあそび「すりすりコプター、  ２０日（土） 午前１１時１５分～１２時 ３歳～ 

おどるヘビをつくろう！」◆ （第１土曜日） ※当日先着２０名 

 ６日(土） 午後３時～ 小学生～ ≪椿峰分館≫     ☎２９２４-８０４１ 

≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５ ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

◆おはなし会◆ １４日（日） 午前１１時～ ３歳～  １３日・２７日 午前１０時３０分～ ４歳～ 

◆親子おはなし会◆ １２日（金） 午前１０時３０分～ ◆親子おはなし会◆ 

※同日午前１０時～１２時 赤ちゃんタイム ０歳～２歳  ７日（日） 午前１１時～ ０～３歳の子と保護者 

◆子育てサロンへの出張親子おはなし会◆ ★秋の読書週間 「読書ビンゴ」★ 

 ２３日（火） 午前１０時４０分～  １０月２７日（土）～１１月２７日（火） 

◆読書週間スペシャルおはなし会 ◆  どなたでも（未就学児、小学生以上の２種類） 

 ２１日（日） 午後２時～２時４５分 ３歳～ ≪富岡分館≫     ☎２９４３-３６３６ 

≪狭山ヶ丘分館≫       ☎２９４９-１１９３ ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） 

◆おはなし会◆ （第１・２土曜日）  ６日・２０日 午後２時～ ３歳～ 

 ６日・１３日 午前１０時３０分～ ３歳～ ◆すいようびのおはなし会◆ （第１・２・３水曜日） 

◆親子おはなし会◆ （第１金曜日）  ３日・１０日・１７日 

 ５日 ①午前１０時３０分～ ②午後２時～ 

※午前と午後のプログラムは同じ 

こぐまおはなし会   午後３時１０分～  ２～３歳 

ぺんぎんおはなし会 午後４時１０分～  ３～６歳 

≪吾妻分館≫       ☎２９２４-０２４９ ≪柳瀬分館≫        ☎２９４４-４０２３ 

◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） ◆おはなし会◆ （土曜日）  

 １３日・２７日 午前１１時～ ３歳～  ６日・１３日・２０日・２７日 

◆親子おはなし会◆ （第３金曜日）  午前１０時３０分～ ※２７日は紙芝居の日 

 １９日 午前１０時～ ０～３歳の子どもと保護者 ◆親子おはなし会◆ １７日(水)  午前１０時３０分～ 

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６  ０歳～未就園児と保護者 

◆おはなし会◆ ★かっぴークラブ 絵本×ジャズのコンサート★ 

 １４日（日）・２７日（土） 午前１１時～ ４歳～   ２０日（土） 午後２時～３時 小学生以上 

◆親子おはなし会◆ （第２木曜日）  定員１００名（当日先着） 

 １１日 午前１１時～ ０～３歳の子どもと保護者  ★かっぴークラブ おりがみ講座 

★工作教室「飛べ！カップコプター！」★    「おりがみでかわいいかごをつくろう！」★ 

 ６日（土）・２８日（日） 午前１０時３０分～ ５歳～   １１月１７日（土） 午後２時～３時 小学生以上 

★読書週間 石井桃子さんの本のお気にいり投票★ ※事前申込制（先着２０名） ２０日（土）～受付、電話可 

 ９月１日（土）～１１月１８日（日） ★読書週間イベント クイズ図書館マスター２０１８★ 

 抽選で５名にプレゼント。抽選発表は１２月１日（土）  ２７日（土）～１１月１１日（日） 

 

１４日（日） 『こねこのぴっち』（アニメ） ２００８年 ３１分 

２１日（日） 『日本の昔ばなし  ９』より３話（アニメ）  ２０１２年  ２３分 

★１０月のこども映画会 

★１０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―

 

 

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） 

 



人工知能はなぜ椅子に座れないのか 松田雄馬／著 新潮社 007.13/ﾏ/

お話とともに育つ喜び 下澤いづみ／著 風媒社 G 015.8/ｼ/

読書の極意と掟 筒井康隆／著 講談社 B 019.9/ﾂ/

書物と権力 前田雅之／著 吉川弘文館 020.21/ﾏ/

人間知性新論 ライプニッツ／著 みすず書房 134.1/ﾗ/

あなたはなぜ「カリカリベーコンのにおい」に魅かれるのか レイチェル・ハーツ／著 原書房 141.2/ﾊ/

悪魔の神話学 高橋義人／著 岩波書店 191.5/ﾀ/

秩父事件再発見 ツルシカズヒコ／著 新日本出版社 210.635/ﾂ/

魔女・怪物・天変地異 黒川正剛／著 筑摩書房 230.5/ｸ/

時間/空間の戦後ドイツ史 高橋秀寿／著 ミネルヴァ書房 234.075/ﾀ/

明治の革新者 鹿島茂／著 ベストセラーズ S 332.8/ｶ/

「きめ方」の論理 佐伯胖／著 筑摩書房 B 361.4/ｻ/

差別はいつ悪質になるのか デボラ・ヘルマン／著 法政大学出版局 361.8/ﾍ/

秩父山間の歴史民俗 飯塚好／著 埼玉新聞社 382.134/ｲ/

肉食の社会史 中澤克昭／著 山川出版社 383.81/ﾅ/

ルネサンスの多面体百科 デヴィッド・ウェイド／著 丸善出版 414.67/ｳ/

鉱物のテラリウム・レシピ さとうかよこ／著 玄光社 459/ｻ/

新しい植物分類体系 伊藤元己／著 井鷺裕司／著 文一総合出版 471.8/ｲ/

海について、あるいは巨大サメを追った一年 モルテン・ストロークスネス／著 化学同人 487.54/ｽ/

シミュレーションで探る災害と人間 井田喜明／著 近代科学社 519.9/ｲ/

炭鉱と「日本の奇跡」 中澤秀雄／編著 嶋崎尚子／編著 青弓社 567.092/ﾀ/

わかる!使える!塗料入門 小林敏勝／著 日刊工業新聞社 576.8/ｺ/

日本茶レシピ 本間節子／著 世界文化社 596.7/ﾎ/

どんな災害でもイヌといっしょ 徳田竜之介／監修 小学館クリエイティブ 645.6/ﾄﾞ/

気象・地震と鉄道防災 島村誠／著 成山堂書店 686.7/ｼ/

よくわかる民泊事業Q&A 住宅宿泊事業法研究会／編集 ぎょうせい 689.8/ﾖ/

テレビ最終戦争 大原通郎／著 朝日新聞出版 S 699.3/ｵ/

神聖なる怪物 四方田犬彦／著 七月堂 704/ﾖ/

視覚心理学が明かす名画の秘密 三浦佳世／著 岩波書店 720.1/ﾐ/

　　　　　　　書　　　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類　

－５－

２０１８年１０月
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運動と疲労の科学 下光輝一／編 八田秀雄／編 大修館書店 780.19/ｳ/

「観る将」もわかる将棋用語ガイド 青野照市／著 創元社 796/ｱ/

ことばでたどる日本の歴史 今野真二／著 河出書房新社 810.2/ｺ/

くらべてわかるオノマトペ 小野正弘／著 東洋館出版社 814/ｵ/

スペイン語の世界 岡本信照／著 慶應義塾大学出版会 860/ｵ/

「ふつうのおんなの子」のちから 中村桂子／著 集英社クリエイティブ G 909.4/ﾅ/

俳句の五十年 高浜虚子／著 中央公論新社 B 911.362/ﾀ/

青い山脈 石坂洋次郎／著 小学館 913.6/ｲ/

庶務行員多加賀主水が泣いている 江上剛／著 祥伝社 B 913.6/ｴ/

あなた 大城立裕／著 新潮社 913.6/ｵ/

ある日失わずにすむもの 乙川優三郎／著 徳間書店 913.6/ｵ/

十四番線上のハレルヤ 大濱普美子／著 国書刊行会 913.6/ｵ/

うなぎばか 倉田タカシ／著 早川書房 913.6/ｸ/

奇妙な小話 佐藤春夫／著 長山靖生／編 彩流社 913.6/ｻ/

ビコーズ 佐藤正午／著 光文社 B 913.6/ｻ/

加納大尉夫人/オンバコのトク 佐藤愛子／著 めるくまーる 913.6/ｻ/

カトク 新庄耕／著 文藝春秋 B 913.6/ｼ/

ロング・ロング・ホリディ 小路幸也／著 PHP研究所 B 913.6/ｼ/

私が誰かわかりますか 谷川直子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾀ/

笑いオオカミ 津島佑子／著 人文書院 913.6/ﾂ/

始まりの家 蓮見恭子／著 講談社 913.6/ﾊ/

影の車 松本清張／著 光文社 B 913.6/ﾏ/

ストロング・スタイル 行成薫／著 文藝春秋 913.6/ﾕ/

十三階の神(メシア) 吉川英梨／著 双葉社 913.6/ﾖ/

あぁ、くたびれた。 高峰秀子／著 河出書房新社 914.6/ﾀ/

ロビンソン・クルーソー デフォー／著 光文社 B 933.6/ﾃﾞ/

いたずらの問題 フィリップ・K.ディック／著 早川書房 B 933.7/ﾃﾞ/

第四の扉 ポール・アルテ／著 早川書房 B 953.7/ｱ/

わたしたちが火の中で失くしたもの マリアーナ・エンリケス／著 河出書房新社 963/ｴ/

方言でたのしむイソップ物語 イソップ／著 安野光雅／絵・文 平凡社 991.7/ｲ/
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