
   

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

     １ ２ 

３ ４ 
休館日 ５ ６ ７ ８ ９ 

１０ １１ 
休館日 １２ １３ １４ １５ １６ 

１７ １８ 
休館日 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

２４ ２５ 
休館日 ２６ ２７ 

図書整理日 ２８ ２９ 
祝日開館 

３０ 

５/１ 
２ 

休館日 
３ 

祝日開館 
４ 

祝日開館 
５ 

祝日開館 ６ ７ 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

開 館 時 間 

本 館 
所沢航空記念公園内 
☎ 2995‐6311 FAX 2992‐1421 

水～日・祝休日 ９時３０分～１７時 

火 ９時３０分～１９時 

所 沢 分 館 
所沢ハーティア東棟１・２階 

☎ 2923‐1243 FAX 2928‐8195 

火～金 ９時３０分～１９時 

土・日・祝休日 ９時３０分～１７時 

新所沢分館 
新所沢まちづくりセンター２階 

☎ 2929‐1905 FAX 2929‐1906 

火～金 ９時３０分～２１時 

土・日・祝休日 ９時３０分～１７時 

狭山ヶ丘分館 
狭山ヶ丘コミュニティセンター３階 
☎ 2949‐1193 FAX 2949‐8577 

火・水・金・土・日・祝休日 ９時３０分～１７時 

木 ９時３０分～１９時 

椿 峰 分 館 
椿峰ニュータウン内 
☎ 2924‐8041 FAX 2928‐8148 

火～日・祝休日 

９時３０分～１７時 

富 岡 分 館 
富岡まちづくりセンター２階 
☎ 2943‐3636 FAX 2943‐6680 

吾 妻 分 館 
吾妻まちづくりセンター１階 
☎ 2924‐0249 FAX 2928‐8250 

柳 瀬 分 館 
柳瀬まちづくりセンター２階 
☎ 2944‐4023 FAX 2945‐7236 

松井小学校図書館 
松井小学校内 
☎ 2992‐2796 FAX 2992‐2797 

火～日 

ホームページ https://www.tokorozawa‐library.jp  

 

所沢市立所沢図書館 

※ 月曜日・月の最終水曜日は全館休館日です。 

※ 松井小学校図書館は祝休日は休館となります。 

スマートフォンは   
こちらから ⇒ 

2022.４ 

新生活おめでとう！ 

 
所沢図書館は 

みんなの新しい挑戦を 

応援しているよ！ 

 



　4月1日（金）午前9時30分から所沢分館にて受付　締切は各回開演前まで（電話申込可 ☎2923-1243）

4月の市民映画会

所沢分館 1階多目的会議室　午後2時開演　定員：20名（事前申込制・先着順）

　　　　　　　監督：西河克己　出演：山口百恵　三浦友和　ほか

　17日（日）『霧の旗』　1977年　（日本）　95分

4月のこども映画会

所沢分館 1階多目的会議室　午前11時開演　定員：20名（事前申込制・先着順）

　4月1日（金）午前9時30分から所沢分館にて受付　締切は各回開演前まで（電話申込可 ☎2923-1243）

　10日（日）『まめうしくん』（アニメ）　30分

　17日（日）『まんが日本昔ばなし　猿っこ昔　ほか』（アニメ）　22分

4月以降の催し物・お知らせ

　10日（日）『バイバイ・ラブ』　1995年　（アメリカ）　106分

監督：サム・ワイズマン　出演：マシュー・モディーン　ランディ・クエイド　ほか

ビデオテープ館外貸出終了のお知らせ

　所沢図書館では、ビデオテープの館外貸出を終了いたします。

　館外貸出の終了は、所沢図書館所蔵ビデオテープの老朽化やビデオデッキを保有するご家庭の減少にともなうも

のです。

　利用者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

　

　貸出終了日　　　2022年3月31日（木曜日）

※所沢分館AVブースでの館内視聴につきましては、引き続きご利用いただけます。

今後の図書館のイベント

　新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、イベントの中止や日程等の変更が生じる場合があります。最新

の情報は、館内掲示や所沢図書館ホームページでご確認ください。

転居・転出される方へのお願い

　市内転居などで住所・電話番号等が変わった方は、お早めに最寄りの図書館で登録内容の変更手続きをお願いい

たします。

　市外に転出される方は、お借りになっている資料と利用券を、図書館にお返しください。

　なお、入間・狭山・飯能・日高の4市へ転出される方、及び所沢市内に在勤・在学の方は、所沢図書館で登録内

容を変更していただいた上で、引き続きご利用いただけます。

狭山ヶ丘分館　開館時間延長のお知らせ

　狭山ヶ丘分館は2022年 4月 1日（金曜日）より開館時間が延長となります。開館時間につきましては以下の

とおりです。

　毎週 木曜日　　午前9時30分 ～ 午後7時まで

※祝日法による休日、施設休館日を除く

※上記以外の火曜日・水曜日・金曜日・土曜日・日曜日、祝休日については、

　午前9時30分から午後5時の開館となります。
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第2・3・5土曜日

かみしばいの会

第1土曜日

2日　午後2時～　4歳～

※当日申込制先着15名

親子おはなし会

第3金曜日

　  15日　午前10時30分～

乳幼児とその保護者

※当日申込制先着3組

かがくあそび

第1土曜日

ステンドグラス万華鏡をつくろう！

2日　午後3時～　小学生～

※当日申込制先着15名

所沢分館 ☎２９２３-１２４３ 新所沢分館 ☎２９２９-１９０５

おはなし会

第1・3土曜日

   2日・16日　午前 10時30分～

3歳～　※当日申込制先着6名

おはなし会

第2日曜日

10日　午前11時～　3歳～

※事前申込制先着6名 ◎3日受付開始

狭山ヶ丘分館 ☎２９４９-１１９３ 富岡分館 ☎２９４３-３６３６

おはなし会

第1・2・3・4土曜日

2日・9日・16日・23日

午前10時30分～

3歳～　※当日先着6名

　すいようびの

　　　おはなし会

　 第1・3水曜日

 6日・20日

 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

おはなし会

第1・3土曜日

2日・16日

午後2時～　3歳～

親子おはなし会 今月はおやすみです。

吾妻分館 ☎２９２４-０２４９ 柳瀬分館 ☎２９４４-４０２３

おはなし会

第2土曜日

9日　午前11時～

3歳～　※当日申込制先着5組

おはなし会

毎週土曜日

2日・9日・16日・23日・30日

3歳～　午前10時30分～　※30日は紙芝居

※事前申込制先着3組

椿峰分館 ☎２９２４-８０４１ 松井小学校図書館 ☎２９９２-２７９６

おはなし会

第2土曜日

9日　午前11時～

4歳～　※当日先着4名

おはなし会

第1・2土曜日

第3日曜日

　  ①2日・17日　午前11時～　4歳～

　   ②9日　　　　   午後2時～　小学生

　　　　　　※当日先着10名

親子おはなし会

第2木曜日

　　　　　　　14日

　午前11時～　　　 0～1歳の子と保護者

　午前11時20分～　2～3歳の子と保護者

　　　　　　 ※当日先着5組

工作教室

第2日曜日

第4土曜日

10日  午前10時30分～

「折り紙でスィースィ」

23日　午前10時30分～

「はらぺこあおむし を作っちゃおう」

5歳～　※当日先着6名

親子おはなし会

第4金曜日

22日　午前10時30分～

0～3歳の子と保護者

※当日申込制先着6組

親子おはなし会

第1日曜日

3日　午前11時～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着3組

◎3月27日受付開始

（電話可：2924-8041）

4月のこども向け定例行事

8日・22日　午前10時30分～

0～2歳の子と保護者

※当日先着3組

親子おはなし会

第4金曜日

22日　午前10時～

0歳～未就園児と保護者

親子おはなし会

第2・4金曜日

親子おはなし会

第3金曜日 中 止

9日・16日・30日

午後2時～　　　 4歳～

午後3時30分～　小学生～

※当日申込制先着15名

親子おはなし会

第2金曜日

8日　午前10時30分～

0~2歳の子と保護者

※事前申込制先着3組 ◎1日受付開始

※同日午前10時～12時は赤ちゃんタイム
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所沢分館

おあずかり：30日（土）　午前9時30分～午後3時

おむかえ：5月1日（日）　午前9時30分～12時

子ども（18歳以下）　事前申込不要

◎あなたのかわりに、ぬいぐるみが夜の図書館を探検します。

くわしくは、所沢分館までお問い合わせください。

★こどもの読書週間★

「春の読書の木」を実らせよう！

狭山ヶ丘分館　1日（金）～5月24日（火）

どなたでも参加できます　事前申込不要

◎好きな本のことを、おりがみのはっぱに書こう！

★図書館男子のおはなし会★

狭山ヶ丘分館

30日（土）　午前10時30分～

3歳～　※当日申込制先着6名

◎男性職員によるおはなし会です。

★子ども読書の日★　おはなし会

本館　23日（土）

午後2時30分～　4歳～

※当日申込制先着15名

★こどもの読書週間★

クイズラリー「トベアとなぞをとけ！」

本館　23日（土）～5月15日（日）

お子様ならどなたでも参加できます

◎トベアといっしょに、こども室でクイズラリーをしよう。

全問正解した子にはすてきなプレゼントがあるよ♪

★子ども読書の日★

ぬいぐるみおとまり会

本館　24日（日）

①午前10時30分～　②午後3時～

4歳～（未就学児は保護者同伴）

※事前申込制（各回15名）15日（金）～申込受付、電話可

4月のこどもむけ特別行事①

★こどもの読書週間★

春のわくわく読書スタンプラリー

新所沢分館　23日（土）～5月24日（火）

お子様ならどなたでも参加できます

◎本を読んでスタンプをあつめよう！

スタンプがたまったら記念品がもらえるよ。

★こどもの読書週間★

スタンプラリー　「とりと なかよし」

所沢分館　22日（金）～5月15日（日）

子ども（18歳以下）　事前申込不要

◎おすすめの本やすきな本の中から、

鳥の出てくる本を読んで台紙にスタンプをもらおう。

スタンプを3つあつめると、いいことがあるよ。

★子ども読書の日★工作教室

「自分だけの「しおり」をつくろう！」

★こどもの読書週間★

「図書館クイズスタンプラリー」

狭山ヶ丘分館　19日（火）～5月24日（火）

乳幼児と保護者、小学生～　事前申込不要

◎楽しいプレゼントを用意しています。

4 23

4 23 5 12
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★子ども読書の日★

おはなし会スペシャル

★こどもの読書週間★

図書館でエッグハント

★子ども読書の日★

スペシャルおはなし会

★子ども読書の日★

「読書ビンゴ」

★こども読書週間スプリングフェスティバル★

ぬいぐるみ おとまり会＆おはなし会

椿峰分館　23日（土）

午前11時～　4歳～

※事前申込制（定員10名）16日（土）～申込受付、電話可

◎たのしいおはなしや紙しばい、大型絵本など！工作もあるよ！

吾妻分館　17日（日）～5月8日（日）

お子様ならどなたでも参加できます

◎たまごが出てくる本を探してみよう！

みつけた子にはプレゼントがあるよ♪

吾妻分館　23日（土）

午前11時～　3歳～　※当日申込制先着5組

◎おはなしや大きな絵本、紙しばいもやるよ！

柳瀬分館

23日（土）～5月8日（日）

～小学生　事前申込不要

松井小学校図書館　24日（日）

午後2時～　4歳～

※事前申込制（定員10組）10日（日）～申込受付

※お子様とぬいぐるみのペアで1組です

★こども読書週間スプリングフェスティバル★

こども読書週間おはなし会スペシャル

松井小学校図書館

24日（日）

午前11時～　4歳～　※当日先着15名

椿峰分館　23日（土）～5月22日（日）

どなたでも参加できます。

◎図書『にっぽんのおやつ』に合わせたパネル展示を行います。

あなたの好きなおやつに投票しよう！

4月のこどもむけ特別行事②

★子ども読書の日★

「こいのぼりのしおりをつくろう！」

柳瀬分館

23日（土）～5月8日（日）

～小学生　事前申込不要

★こどもの読書週間★

かしだしへんきゃく　じぶんでピッピッ！

吾妻分館　29日（金）～5月1日（日）

お子様ならどなたでも体験できます

◎本の貸出・返却を自分でやってみたい人あつまれ！

★こどもの読書週間★

パネル展示「にっぽんのおやつ」

★こども読書週間スプリングフェスティバル★

館長のがんばれ図書館クイズ

松井小学校図書館

23日（土）、24日（日）

30日（土）、5月1日（日）

どなたでも参加できます

-5-



2022.4

書　　　名 著　者　名 出　版　社

文学部という冒険 田島正樹／著 NTT出版 002/ﾀ/

ブックスタートの20年 ブックスタート／編 ブックスタート G 019.53/ﾌﾞ/

絶望から希望へ 岸見一郎／著 大和書房 159/ｷ/

鎌倉幕府はなぜ滅びたのか 永井晋／著 吉川弘文館 210.42/ﾅ/

教養として学んでおきたい女性天皇 原田実／著 マイナビ出版 S 288.41/ﾊ/

アメリカ現代思想の教室 岡本裕一朗／著 PHP研究所 S 309.025/ｵ/

大人になるってどういうこと? 神内聡／著 くもん出版 324.11/ｼﾞ/

秩父 栃原嗣雄／著 さきたま出版会 382.134/ﾄ/

時間の歴史 ジャック・アタリ／著 筑摩書房 B 449.1/ｱ/

「嚙める」「飲み込める」がうれしい料理 山田晴子／食事指導 女子栄養大学出版部 498.59/ﾔ/

キテレツ城あるき 長谷川ヨシテル／著 柏書房 521.823/ﾊ/

植物画で彩る美しい花言葉 二宮孝嗣／著 ナツメ社 627/ﾆ/

台詞は喋ってみなけりゃ分からない 石丸謙二郎／著 敬文舎 772.1/ｲ/

羊皮紙に眠る文字たち再入門 黒田龍之助／著 白水社 889/ｸ/

怪異猟奇ミステリー全史 風間賢二／著 新潮社 902.3/ｶ/

死者の贈り物 長田弘／著 角川春樹事務所 B 911.56/ｵ/

平家物語を読む 永積安明／著 吉川弘文館 913.434/ﾅ/

スタンドアップ! 五十嵐貴久／著 PHP研究所 B 913.6/ｲ/

旅は道づれきりきり舞い 諸田玲子／著 光文社 B 913.6/ﾓ/

終わりと始まり2.0 池澤夏樹／著 朝日新聞出版 B 914.6/ｲ/

ボクと、正義と、アンパンマン やなせたかし／著 PHPエディターズ・グループ 914.6/ﾔ/

繁花　上・下 金宇澄／著 早川書房 923.7/ｼﾞ/

アントワネット ロベルト・ヴェラーヘン／著 集英社 949.33/ﾍﾞ/

メルヴィルに挨拶するために ジャン・ジオノ／著 彩流社 953.7/ｼﾞ/

読書セラピスト ファビオ・スタッシ／著 東京創元社 973/ｽ/

騎兵隊 イサーク・バーベリ／著 松籟社 983/ﾊﾞ/

分　類
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