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２６日 ※毎月最終水曜日 
 

《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 
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 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

雨の日もたくさん本を

読もう！ 

ご来館お待ちしていま

す♪ 

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

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：６月７日（金）午後２時から 

場所：本館３階 集会室                                     

内容：昔話の語り（ストーリーテリング） 

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 

☆新所沢分館 「映画朗読会」             
日時：６月１５日（土）午後２時から             
場所：新所沢まちづくりセンター 学習室５号                   

内容：映画の原作本の朗読  

対象：中学生以上   定員：１５名（申込み不要・先着順） 

問い合わせ：新所沢分館 ☎２９２９－１９０５ 

☆所沢分館 「とこぶん所沢歴史講座 ～髭爺の所沢の歴史見聞録～」 
日時：６月３０日（日）午後２時から             
場所：所沢分館 １階多目的会議室 

講師：三上博史氏 （野老澤町造商店＝まちぞう）                   

対象：一般  定員：４０名（事前申込み制・先着順） 

申込：６月９日（日）午前９時３０分から所沢分館にて受付  （電話申込み可☎２９２３－１２４３） 

☆所沢図書館のお知らせメールアドレスが変わりました 
５月１１日（土）より、図書館から利用者の方へ送信しているメールのアドレスが                        

info-dokkatsu@tokorozawa-library.jp 

に変更になりました。 

※図書館からのメールをアドレス（ドメイン）指定受信に設定されている方は、 

指定受信アドレスを変更してください。 

☆ファミリーマート西武狭山ヶ丘駅前店の図書等取次サービスの終了について 
ファミリーマート西武狭山ヶ丘駅前店の図書等取次サービスは、店舗の都合により、下記の日程を 

もって終了となります。ご利用いただいている皆様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解の 

ほどよろしくお願いします。 

予約図書等の配送終了日：７月１５日（月） 予約図書等の受け取り：７月２１日（日）まで 

店舗での図書等の返却：７月３０日（火）まで 

問い合わせ：本館 ☎２９９５－６３１１ 

１日 (土 ) 

高橋玄洋ドラマ上映会『いごこち満点 19～20』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 ) 

『僕の村は戦場だった』１９６２年（ソビエト連邦）  

監督：アンドレイ・タルコフスキー 

出演：ニコライ・ブルリャーエフ  ワレンティン・ズブコフ  

９５分  

１６日 (日 ) 

『六月燈の三姉妹』２０１４年（日本） 

監督：佐々部清   

出演：吹石一恵 徳永えり 吉田羊   

１０４分  

★６月以降の催し物・お知らせ 

 

 

 

 

 

★６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） 
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―くわしくは各図書館へおたずねください― ★６月のおはなし会

会 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

≪ 本 館 ≫      ☎２９９５-６３１１ ≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５ 
◆おはなし会◆（第２・３・４・５土曜日） ◆おはなし会◆（第２日曜日） 

 ８・１５・２２・２９日 午後２時～ ４歳～  ９日 午前１１時～ ３歳～  

              午後３時３０分～  小学生～ ◆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～ 乳幼児と保護者 

 ２１日 午前１０時３０分～ 乳幼児と保護者 ※同日赤ちゃんタイム 午前１０時～１２時 

◆かみしばいの会◆ （第１土曜日）  ≪富岡分館≫       ☎２９４３-３６３６ 
 １日 午後２時～ ４歳～ ◆おはなし会◆（第１・３土曜日） 

◆かがくあそび◆   １日・１５日 午後２時～３時 ３歳～ 

     「たいそう人形」をつくろう！（第１土曜日） ◆すいようびのおはなし会◆（第１・２・３水曜日） 

 １日 午後３時～  ５日・１２日・１９日 

※当日先着１５名  小学生～  こぐまおはなしかい会  午後３時１０分～ ２～３歳 

≪所沢分館≫     ☎２９２３-１２４３  ぺんぎんおはなし会   午後４時１０分～ ３～６歳 

◆おはなし会◆（第１・３土曜日） ≪狭山ヶ丘分館≫      ☎２９４９-１１９３ 
 １日・１５日 午前１０時３０分～ ３歳～ ◆おはなし会◆（第１・２・３・４土曜日）  

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

 ２８日 午前１０時３０分～ 乳幼児と保護者 ◆親子おはなし会◆（第１・３金曜日） 

★とこぶん工作会   ７日・２１日 ①午前１０時３０分～ ②午後２時～ 

     「うでどけいでおしゃれにきめよう！」★ ※午前と午後の内容は同じ  

 １５日（土） 午前１１時１５分～１２時 ３歳～   乳幼児と保護者 

※当日先着２０名 ★工作・科学あそびの会 

≪吾妻分館≫       ☎２９２４-０２４９      「水に浮かんだ模様をとってみよう」★ 

◆おはなし会◆（第２・４土曜日）  ２９日（土） 午前１１時１５分～ ５歳～ 

 ８日・２２日 午前１１時～ ３歳～ ※事前申込制（定員７名） １１日（火）～受付、電話可 

◆親子おはなし会◆（第３金曜日） ≪柳瀬分館≫      ☎２９４４-４０２３ 
 ２１日 午前１０時～ 乳幼児と保護者 ◆おはなし会◆（土曜日） 

★絵本とわらべうたの会★   １日・８日・１５日・２２日・２９日  

 ２８日（金） 午前１０時３０分～ 乳幼児と保護者  午前１０時３０分～１１時 

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６ ※２９日は紙芝居の日 

◆おはなし会◆   ◆親子おはなし会◆（第３水曜日） 

 ９日（日）・２２日（土） 午前１１時～ ４歳～  １９日 １０時３０分～１０時５０分 乳幼児と保護者 

 おはなし・絵本の読み聞かせ・ミニ工作 ≪椿峰分館≫      ☎２９２４-８０４１ 
◆親子おはなし会◆（第２木曜日） ◆おはなし会◆（第２・４土曜日） 

 １３日 午前１１時～ 乳幼児と保護者  ８日・２２日 午前１０時３０分～ ４歳～ 

◆工作教室◆「ストロー笛」を作ろう！        ◆親子おはなし会◆ 

 ２日（日）・１５日(土) 午前１０時３０分～ ５歳～  ２日(日) 午前１１時～ 乳幼児と保護者 
 

９日（日） 『ジャングル大帝 進めレオ！』（アニメ）  ２５分  

１６日（日） 『はらぺこあおむし』（アニメ）  ３３分  

★６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） 

 
 



子どもも大人も絵本で育つ 湯澤美紀／著 柏書房 G 019.53/ﾕ/

女性雑誌とファッションの歴史社会学 坂本佳鶴恵／著 新曜社 051.7/ｻ/

創造と狂気の歴史 松本卓也／著 講談社 130.2/ﾏ/

天才とは何か ディーン・キース・サイモントン／著 大和書房 141.18/ｼ/

江戸の働き方と文化イノベーション 加納正二／著 三恵社 210.5/ｶ/

皇室と茶の湯 依田徹／著 淡交社 288.4/ﾖ/

ゲーム理論入門の入門 鎌田雄一郎／著 岩波書店 S 331.19/ｶ/

住まいと仕事の地理学 中澤高志／著 旬報社 332.106/ﾅ/

掃除で心は磨けるのか 杉原里美／著 筑摩書房 372.107/ｽ/

虫や鳥が見ている世界 浅間茂／著 中央公論新社 S 481.37/ｱ/

ヒトはなぜ、ゴキブリを嫌うのか? 養老孟司／著 扶桑社 S 491.371/ﾖ/

折り紙の科学 萩原一郎／著 奈良知惠／著 日刊工業新聞社 501.1/ﾊ/

教養としてのビール 富江弘幸／著 SBクリエイティブ S 588.54/ﾄ/

キャベツと白菜の歴史 メグ・マッケンハウプト／著 原書房 626.52/ﾏ/

人生100年時代の経済 ジョセフ・F.カフリン／著 NTT出版 675/ｶ/

科学でアートを見てみたら ロイク・マンジャン／著 原書房 704/ﾏ/

私たちは洋楽とどう向き合ってきたのか 南田勝也／編著 花伝社 共栄書房(発売) 764.7/ﾐ/

武器としての言葉の力 柏耕一／著 三笠書房 816.8/ｶ/

他言語とくらべてわかる英語のしくみ 宍戸里佳／著 ベレ出版 835/ｼ/

この橋をわたって 新井素子／著 新潮社 913.6/ｱ/

心音 乾ルカ／著 光文社 913.6/ｲ/

こどもの季節 佐野洋子／著 河出書房新社 913.6/ｻ/

第四の暴力 深水黎一郎／著 光文社 913.6/ﾌ/

偶然の聖地 宮内悠介／著 講談社 913.6/ﾐ/

誰がために鐘を鳴らす 山本幸久／著 KADOKAWA B 913.6/ﾔ/

ヒーローの選択 行成薫／著 講談社 B 913.6/ﾕ/

手のひらの京(みやこ) 綿矢りさ／著 新潮社 B 913.6/ﾜ/

ピュリティ ジョナサン・フランゼン／著 早川書房 933.7/ﾌ/

巨星 ピーター・ワッツ／著 東京創元社 B 933.7/ﾜ/

　　　　　　　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


