
  

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 

‣年 末 年 始 

３日・１０日・１７日 

２５日（火） 

１２月２９日（土）から平成３１年１月４日（金） 

祝日開館 ２４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、２４日（月）は休館とな

ります。 

※狭山ヶ丘分館は、１０月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 
 
 
 
 
 
 

2018.12 

 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

１日と２日は図書館まつりだ

よ。みんなあそびにきてね！ 

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 ＊＊＊ 
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☆本館 クリスマス工作教室「クリスマス立体カードをつくろう！」 
日時：１２月１６日（日）午前１０時から 

場所：本館３階 集会室    

対象：５歳から 定員：２０名（事前申込み制・先着順） 

申込：１２月５日（水）午前９時３０分から本館にて受付（電話申込可☎２９９５－６３１１） 

☆本館「読み聞かせボランティア入門講座」 
 日時：①平成３１年２月５日（火）②平成３１年２月１５日（金）午後２時から                         

場所：本館３階 集会室 

内容：絵本の選び方、読み方等、読み聞かせの基本を学ぶ講座。実習あり。 

対象：絵本の読み聞かせを学んで、学校・地域等で活動を希望する市民※２回とも出席できる方 

定員：４０名（事前申込み制・先着順） 

申込：１２月１９日（水）午前９時３０分から本館にて受付（電話申込可☎２９９５－６３１１） 

☆本館 図書館文学講座 
「『君の名は。』と『君の名は』～時間をこえてすれ違う男女の〈運命〉～」 
 日時：平成３１年１月２６日（土）午後２時から   

場所：本館３階 集会室   

講師：後藤隆基氏（立教大学兼任講師、川村学園女子大学非常勤講師他）  

対象：中学生以上（所沢市在住、在勤、在学、または入間市、狭山市、飯能市在住の方） 

定員：４０名（事前申込み制・先着順） 

申込：平成３１年１月９日（水）午前９時３０分から本館にて受付（電話申込可☎２９９５－６３１１） 

☆第七回 新所沢かるた大会 
 日時：平成３１年１月２７日（日）午後２時から   

場所：新所沢まちづくりセンター２階 和室１号   

対象：子どもから大人まで（未就学児は保護者同伴）  定員：２０名（事前申込み制・先着順） 

申込：１２月２２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） 

☆年末年始休館に伴う貸出期間の変更について 
年末年始の休館に伴い１２月１５日（土）～２８日（金）の貸出数・期間は次のとおりとなります。 

図書･雑誌・紙芝居･･･１０冊 ３週間、ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ･･･２点 ３週間 

※平成３１年１月５日（土）から通常の貸出期間（２週間）に戻りますので、あらかじめご了承ください。 

※年末年始の休館中も、ホームページからの蔵書検索・予約サービスは、通常どおり利用できます。 

１日 (土 ) 
高橋玄洋ドラマ上映会『いごこち満点  ７～８』１９７６
年 

脚本：高橋玄洋  出演：山岡久乃 山城新伍 西田敏行 ほか 

９３分  

９日 (日 ) 

『リーサル・ウェポン』 １９８７年 （アメリカ）  

監督：リチャード・ドナー 

出演：メル・ギブソン ダニー・グローバー ほか 

１１０分  

１６日 (日 ) 

『脇役物語』 ２０１０年 （日本） 

監督：緒方篤   

出演：益岡徹 永作博美 ほか  

９７分  

★１２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） 

 

★１２月以降の催し物・お知らせ 
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９日（日） 
『おばけのラーバン 1』（アニメ） 

 インゲル・サンドベルイ，ラッセ・サンドベルイ／原作  
４４分  

１６日（日） 
『マドレーヌのクリスマス』（アニメ）  

ルドウィッヒ・ベーメルマンス／原作  
２３分  

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

 ８日・２２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～ 乳幼児と保護者 ★おはなし会クリスマス☆スペシャル★ 

★クリスマスおはなし会★ １５日（土） 午後２時３０分～ ２２日（土） 午前１０時３０分～ ３歳～ 

 小学生までの子と保護者 ※当日先着４０名  

★クリスマス工作教室★  ≪富岡分館≫       ☎２９４３-３６３６ 
「クリスマス立体カード」をつくろう！    ◆スペシャルおはなし会◆  

 １６日（日） 午前１０時～  １５日（土） 午後２時～ どなたでも 

 ５歳～（小学３年生以下は保護者同伴） ◆おはなし会◆ （第１土曜日） １日 午後２時～ ３歳～ 

※事前申込制（定員２０名） ◆すいようびのおはなし会◆ （水曜日）  

 ５日（水）～受付、電話可 ５日・１２日・１９日 

≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５     こぐまおはなし会   午後３時１５分～  ２～３歳 

◆おはなし会◆ （第２日曜日）    ぺんぎんおはなし会 午後４時～  ３～６歳 

 ９日 午前１１時～ ３歳～ ≪椿峰分館≫       ☎２９２４-８０４１ 
◆親子おはなし会◆ （第２金曜日） ◆おはなし会◆ （第２土曜日） 

 １４日 午前１０時３０分～ ０～２歳の子と保護者 ８日 午前１０時３０分～ ４歳～ 

※同日午前１０時～１２時 赤ちゃんタイム  ◆親子おはなし会◆  

◆子育てサロンへの出張親子おはなし会◆  ２日（日） 午前１１時～ ０～３歳の子と保護者 

 １８日（火） 午前１０時４０分頃～ ★クリスマス会★   

≪吾妻分館≫       ☎２９２４-０２４９  ２２日（土） 午前１０時３０分～ 

◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） ★年越しおはなし会★  

  ８日・２２日 午前１１時～１２時 ３歳～ ２７日（木） 午後２時～ ４歳～ 大人の方も可 

※２２日は吾妻分館クリスマスス会 ≪柳瀬分館≫       ☎２９４４-４０２３ 
◆親子おはなし会◆ （第３金曜日） ◆おはなし会◆ （土曜日）  

２１日 午前１０時～１１時３０分 ０～３歳の子と保護者  １日・８日・１５日・２２日 午前１０時３０分～  

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６  ※２２日は紙芝居の日 

◆おはなし会◆ ９日（日） 午前１１時～ ４歳～ ◆親子おはなし会◆ １９日(水)  午前１０時３０分～ 

◆親子おはなし会◆ （第２木曜日）  ０歳～未就園児と保護者 

１３日 午前１１時～ ０～３歳の子と保護者 ◆かっぴークラブ ◆ （小学生向けおはなし会） 

◆クリスマスおはなし会◆ ２２日(土) 午後２時～３時  

２２日（土） 午前１１時～ ４歳～ クリスマスおはなし会と工作 

◆たのしいこうさく◆ ※事前申込制（定員３０名） ８日（土）～受付、電話可  

「紙コップクラッカーとクリスマスカード」 ≪狭山ヶ丘分館≫        ☎２９４９-１１９３ 
１日（土）・１６日（日） 午前１０時３０分～ 休館中のため、イベントはお休みです。 

★１２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―

 

 

★１２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時から（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） 



つながっているのに孤独 シェリー・タークル／著 ダイヤモンド社 007.3/ﾀ/

考えるとはどういうことか 梶谷真司／著 幻冬舎 S 104/ｶ/

江戸の読書会 前田勉／著 平凡社 B 121.5/ﾏ/

海の歴史 ジャック・アタリ／著 プレジデント社 209/ｱ/

埼玉奇才列伝 佐々木明／著 さきたま出版会 281.34/ｻ/

幸福感の統計分析 橘木俊詔／著 高松里江／著 岩波書店 331.04/ﾀ/

大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川幸一／著 慶應義塾大学出版会 365/ﾎ/

スマホ社会の落とし穴 清川輝基／共著 内海裕美／共著 少年写真新聞社 371.45/ｷ/

魂に息づく科学 リチャード・ドーキンス／著 早川書房 404/ﾄﾞ/

嗅覚はどう進化してきたか 新村芳人／著 岩波書店 481.37/ﾆ/

オリンピックと東京改造 川辺謙一／著 光文社 S 518.84/ｶ/

茶室を感じる 中村義明／著 前田圭介／著 淡交社 521.863/ﾅ/

ペットと暮らす獣医師からのアドバイス Team HOPE／編著 ファームプレス 645.6/ﾍﾟ/

海峡の鉄路青函連絡船 原田伸一／著 北海道新聞社 683.212/ﾊ/

馬場のぼる作品集 馬場のぼる／著 スペースシャワーネットワーク G 726.101/ﾊﾞ/

はんこと日本人 門田誠一／著 吉川弘文館 739.02/ﾓ/

赤の歴史文化図鑑 ミシェル・パストゥロー／著 原書房 757.3/ﾊﾟ/

日本語の作法 中村明／著 青土社 816/ﾅ/

天国と、とてつもない暇 最果タヒ／著 小学館 911.56/ｻ/

やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記 小松左京／著 新潮社 B 913.6/ｺ/

佐野洋子の動物ものがたり 佐野洋子／著 広瀬弦／絵 小学館 913.6/ｻ/

岬 柴田翔／著 幻戯書房 913.6/ｼ/

穴あきエフの初恋祭り 多和田葉子／著 文藝春秋 913.6/ﾀ/

私はあなたの瞳の林檎 舞城王太郎／著 講談社 913.6/ﾏ/

そして二人だけになった 森博嗣／著 講談社 B 913.6/ﾓ/

前世は兎 吉村萬壱／著 集英社 913.6/ﾖ/

考える葦 平野啓一郎／著 キノブックス 914.6/ﾋ/

アリントン邸の怪事件 マイケル・イネス／著 論創社 933.7/ｲ/

生意気盛り ジャン・パウル／著 九州大学出版会 943.6/ﾊﾟ/

　　　　　　　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


