
  

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      

 ‣月 曜 日 

‣祝日の振替 

‣図書整理日 

２日・９日・３０日 

１７日（火）・２４日（火） 

２５日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 １６日（月）・２３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、１６日（月）・２３日（月）は

休館となります。 

※２３日（月）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休館とな

ります。 

※２３日（月）富岡分館は、富岡まちづくりセンター電気設備点検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 

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 

読書の秋ですね。 

図書館でお気に入りの本

を探してみませんか？ 

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 ＊＊＊ 
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☆新所沢分館 「図書館寄席」 
日時：９月２２日（日） 午後２時３０分から   場所：新所沢まちづくりセンター１階 ホール 

演者：入船亭小辰 （いりふねていこたつ） 

対象：小学生から大人  定員：１８０名 ※事前申込み制・先着順 

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

☆本館 郷土史講座 「戦国時代の西武地域」             
日時：９月２９日（日） 午後２時から       場所：本館３階 集会室 

講師：黒田基樹氏 （駿河台大学教授） 

対象：所沢市在住・在学・在勤、または入間市・狭山市・飯能市・日高市に在住の高校生以上の方 

定員：４０名 ※事前申込み制・先着順 

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

☆吾妻分館 文学講座 「太宰治『富嶽百景』を読む」                    
日時：９月２９日（日） 午前１０時から      場所：吾妻まちづくりセンター２階 学習室２・３号室     

講師：佐藤功氏 （埼玉県立所沢高校教諭）   

対象：一般  定員：３０名 ※事前申込み制・先着順 
申込：９月８日（日）午前９時３０分から吾妻分館にて受付（電話申込可☎２９２４－０２４９） 
☆本館 「大人のためのおはなし会」 
日時：１０月３日（木） 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 「知る！学ぶ！所沢の文化財」 
日時：１０月１１日（金） 午後２時から      場所：新所沢まちづくりセンター１階 学習室１号 

講師：所沢市教育委員会教育総務部文化財保護課職員 

対象：大人  定員：２０名 ※事前申込み制・先着順 

申込：９月１３日（金）午前９時３０分から新所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２９－１９０５） 

☆新所沢分館 「おとなの工作会：おりがみ教室」 
日時：１０月１８日（金） 午前１０時から     場所：老人福祉センター緑寿荘（共催） 

講師：松原和子氏（日本折紙協会講師） 

対象：６０歳以上  定員：１５名 ※事前申込み制・先着順 

申込：９月１８日（水）午前９時３０分から新所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２９－１９０５） 

７日 (土 ) 

高橋玄洋ドラマ上映会『さよなら三角またきて四角 1～2』  

                       （全 13 話）1982 年 

脚本：高橋玄洋  出演：堺正章 古手川祐子 田原俊彦 ほか 

90 分  

８日 (日 ) 
『セント・オブ・ウーマン』1992 年（アメリカ）  

監督：マーチン・ブレスト  出演：アル・パチーノ クリス・オドネル ほか 
157 分  

１５日 (日 ) 
『ふるさとがえり』2011 年（日本） 

監督：林弘樹    出演：渋江譲二  佐藤仁美 ほか 
136 分  

★９月の市民映画会 
 

★９月以降の催し物・お知らせ 

 

 

 

 

 

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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≪ 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） 

 １４日・２１日・２８日 午後２時～ ４歳～  ７日・２１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）  ２７日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 

 ２０日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 ◆とこぶん工作会  

◆かみしばいの会◆ （第１土曜日）         トコトコはしるどうぶつカーをつくろう！◆ 

 ７日  午後２時～ ４歳～  ２１日（土） 午前１１時１５分～ ３歳～ 

◆かがくあそび◆ （第１土曜日） ※当日先着２０名 

       「とびだす花火」をつくろう！  ≪椿峰分館≫      ☎２９２４-８０４１ 
 ７日  午後３時～ 小学生～ ※当日先着15名 ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５  １４日・２８日 午前１０時３０分～ ４歳～ 

◆おはなし会◆ ◆親子おはなし会◆ 

 ８日（日）  午前１１時～ ３歳～  １８日（水） 午前１１時～ 乳幼児とその保護者 

 ２１日（土） 午後３時～  ３歳～ ≪柳瀬分館≫     ☎２９４４-４０２３ 
◆親子おはなし会◆ （第２金曜日） ◆おはなし会◆ （第１・２・３・４土曜日）  

 １３日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者  ７日・１４日・２１日・２８日  

※同日午前１０時～１２時 赤ちゃんタイム   午前１０時３０分～ 

≪富岡分館≫     ☎２９４３-３６３６ ※２８日は紙芝居の日 

◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） ◆親子おはなし会◆ （第３水曜日） 

 ７日・２１日 午後２時～ ３歳～  1８日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 

※富岡まちづくりセンター２階 会議室２号 ※柳瀬まちづくりセンター 和室 

◆すいようびのおはなし会◆ （第１・２・３水曜日） ≪狭山ヶ丘分館≫      ☎２９４９-１１９３ 
 ４日・１１日・１８日 ◆おはなし会◆ （第１・２・３・４土曜日） 

  こぐまおはなし会   午後３時１０分～  ２～３歳  ７日・１４日・２１日・２８日  

  ぺんぎんおはなし会 午後４時１０分～  ３～６歳   午前１０時３０分～ ３歳～ 

※富岡まちづくりセンター２階 会議室２号 ◆親子おはなし会◆ （第１・３金曜日） 

◆親子おはなし会◆ （第２水曜日）  ６日・２０日 ①午前１０時３０分～ ②午後２時～ 

 １１日 午前１０時２０分～ 乳幼児とその保護者  乳幼児とその保護者 ※①と②は同じプログラム 

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６ ≪吾妻分館≫      ☎２９２４-０２４９ 
◆おはなし会◆ ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

 ７日（土）・２８日（土） 午前１１時～ ４歳～  １４日・２８日 午前１１時～ ３歳～ 

◆親子おはなし会◆ （第２木曜日） ※吾妻まちづくりセンター１階 和室 

 １２日 午前１１時～ 乳幼児とその保護者 ◆親子おはなし会◆ （第３金曜日） 

◆工作教室「パックパチンコ」 を作ろう！◆  ２０日 午前１０時～ 乳幼児とその保護者 

 ８日（日）・２１日（土） 午前１０時３０分～ ５歳～  ※吾妻まちづくりセンター１階 和室 

８日 (日 ) 『魔法使いサリー 東京マンガ通り』（アニメ）  ２５分  

１５日（日） 『日本の昔ばなし  火男』ほか  全３話（アニメ）  ２３分  

★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―

 
 

★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） 

 



AIの教科書 伊本貴士／著 日経BP 007.13/ｲ/

子どもの本のもつ力 清水真砂子／著 大月書店 G 019.5/ｼ/

不安の概念 セーレン・キルケゴール／著 平凡社 B 139.3/ｷ/

ヒューマンエラーの心理学 一川誠／著 筑摩書房 S 141.51/ｲ/

覇権の世界史 宮崎正勝／著 河出書房新社 209/ﾐ/

海辺を行き交うお触れ書き 水本邦彦／著 吉川弘文館 210.5/ﾐ/

埼玉の風土がよくわかる本 菊池建太／著 さわらび舎 291.34/ｷ/

デジタル経済と税 森信茂樹／著 日本経済新聞出版社 345.1/ﾓ/

地域をまわって考えたこと 小熊英二／著 東京書籍 361.7/ｵ/

日常にひそむうつくしい数学 冨島佑允／著 朝日新聞出版 410.4/ﾄ/

もうすぐいなくなります 池田清彦／著 新潮社 467.5/ｲ/

もう通勤電車で下痢にならない! 松生恒夫／著 祥伝社 493.46/ﾏ/

エネルギー400年史 リチャード・ローズ／著 草思社 501.6/ﾛ/

5Gビジネス 亀井卓也／著 日本経済新聞出版社 S 547.5/ｶ/

結局、ウナギは食べていいのか問題 海部健三／著 岩波書店 664.695/ｶ/

「値づけ」の思考法 小川孔輔／著 日本実業出版社 675/ｵ/

なぜ脳はアートがわかるのか エリック・R.カンデル／著 青土社 701.4/ｶ/

ラグビーの世界史 トニー・コリンズ／著 白水社 783.48/ｺ/

思考と意味の取扱いガイド レイ・ジャッケンドフ／著 岩波書店 801.2/ｼﾞ/

おじさんのトランク 芦辺拓／著 光文社 913.6/ｱ/

ビビビ・ビ・バップ 奥泉光／著 講談社 B 913.6/ｵ/

空に牡丹 大島真寿美／著 小学館 B 913.6/ｵ/

明治乙女物語 滝沢志郎／著 文藝春秋 B 913.6/ﾀ/

カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山羽根子／著 集英社 913.6/ﾀ/

誰も知らぬ 太宰治／著 井原あや／編 春陽堂書店 913.6/ﾀﾞ/

黄金夜界 橋本治／著 中央公論新社 913.6/ﾊ/

エミリの小さな包丁 森沢明夫／著 KADOKAWA B 913.6/ﾓ/

マンハッタン・ビーチ ジェニファー・イーガン／著 早川書房 933.7/ｲ/

ウィリアムが来た時 サキ／著 国書刊行会 933.7/ｻ/

　　　　　　　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


