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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 ⇒ 

2022.５ 

図書館は連休中も 

開館しているよ！ 

 

 ゴールデンウィークは 

本をたくさん読んで 

楽しく過ごそう！ 

 

 



５月以降の催し物・お知らせ

Ｗｅｂや電話でレファレンスサービスが利用できます

　　図書館ホームページの「利用者のページ」やお電話からレファレンスの申込みができます。

　　感染症予防のため外出を自粛されている方でも、調べたいことがありましたらお気軽にお申込みください。

　　詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。お問い合わせは、本館および各分館まで。

　  8日（日）『かばのポトマス』（アニメ）　25分

　15日（日）『ファーブル昆虫記　バッタとカミキリムシ』（アニメ）　40分

今後の図書館のイベント

5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）

5月1日（日）より所沢分館にて事前申し込み開始（電話受付可）

5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）

５月1日（日）より所沢分館にて事前申し込み開始（電話受付可）

　  8日（日）『モーツァルトとクジラ』　2004年　（アメリカ）　94分

監督：ピーター・ネス　出演：ジョシュ・ハートネット　ラダ・ミッチェル 　ほか

　15日（日）『ウィニング・パス』　2003年　（日本）　108分

　　　　    監督：中田新一　出演：松山ケンイチ　堀北真希　ほか

　　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。

-2-



本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第2・3・4土曜日

かみしばいの会

第1土曜日

7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

　  20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

手づくりアニメーションボックスをつくろう！

7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

   7日・21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

第3土曜日

8日　午前11時～　21日　午後3時～

3歳～　※事前申込制先着6名

◎8日は1日受付開始　電話可

21日は14日受付開始　電話可

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

7日・14日・21日・28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2・3水曜日

 11日・18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3土曜日

21日

午後2時～　3歳～

親子おはなし会

第2水曜日

11日　午前10時～

乳幼児とその保護者

吾妻分館 ☎２９２４-０２４９ 柳瀬分館 ☎２９４４-４０２３

おはなし会

第2・4土曜日

14日・28日　午前11時～

3歳～　※当日申込制先着5組

おはなし会

第1・2・3・4

土曜日

7日・14日・21日・28日

3歳～　午前10時30分～

※28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・4土曜日

14日・28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4日曜日

　  ①7日・22日　午前11時～　4歳～

　   ②14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

　　　　　　　12日

　　　11時～　　　 0～1歳の子と保護者

　　　11時20分～　2～3歳の子と保護者

　　　　　　 ※当日先着5組

工作教室

第3日曜日

第4土曜日

工作「パックヨーヨー」

15日・28日　5歳～

午前10時30分～　※当日先着5名

親子おはなし会

第4金曜日

27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3水曜日

18日　午前11時～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着3組

◎11日受付開始　電話可

5月のこども向け定例行事

13日・27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

27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

20日　午前10時～　乳幼児と保護者

※事前申込制先着10組 ◎6日受付開始

電話可（2924-0118 ※吾妻まちセン）

14日・21日・28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

13日　午前10時30分～

乳幼児と保護者　※事前申込制先着3組

◎６日受付開始　電話可

※同日午前10時～12時は赤ちゃんタイム

-3-



★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　開催中～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♪

★とこぶん工作会★

ならしてあそぼう　1ぽんギター

所沢分館　21日（土）

午前11時30分～

3歳～　未就学児は保護者同伴

※事前申込制（定員8名）15日（日）～申込受付、電話可

おはなし会室　午前11時20分開場

◎紙コップやナイロンの糸で、げん1ぽんのギターを作ってあそびます。

5月のこどもむけ特別行事

★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　開催中～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★

パネル展示　「にっぽんのおやつ」

椿峰分館　開催中～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。

あなたのすきなおやつに投票しよう！

　

★ぬいぐるみといっしょにおはなし会★
★こどもの読書週間★

およげこいのぼり

富岡分館　7日（土）

午後2時～　3歳～

※事前申込制（定員6名）申込受付中、電話可

富岡まちづくりセンター2階　絵画工芸室

◎ぬいぐるみと一緒にきてね！

くわしくは、富岡分館までお問い合わせください。

富岡分館　15日（日）まで

お子様ならどなたでも参加できます

富岡分館カウンターで用紙の配布・受付

◎好きな本のことを、こいのぼりの用紙に書いて教えてね。

参加してくれた人には、素敵なプレゼントがあるよ！

4月から開催しているスタンプラリーや

パネル展示は、5月下旬までの開催です。

みなさまのご参加を心よりお待ちしております！

ゴールデンウィーク中も、本館・各分館は開館しております。

ご来館の際は、マスクをしっかりつけて来てくださいね♪
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2022.5

書　　　名 著　者　名 出　版　社

大学1年生の読書論 和田渡／著 晃洋書房 019.2/ﾜ/

楽しくまなぶ『易経』 梶川敦子／著 青弓社 123.1/ｶ/

デカルトの生涯　上・下 アドリアン・バイエ／著 工作舎 135.23/ﾊﾞ/

世界の見方が変わるギリシア・ローマ神話 庄子大亮／著 河出書房新社 164.31/ｼ/

手紙が語る歴史秘話 「江戸楽」編集部／編 メイツユニバーサルコンテンツ 210.04/ﾃ/

戦国日本の軍事革命 藤田達生／著 中央公論新社 S 210.47/ﾌ/

世界は縮まれり 湯浅邦弘／著 KADOKAWA 290.9/ﾕ/

データで読む日本政治
日本経済新聞社政治・

外交グループ／編
日経BP 312.1/ﾃﾞ/

物流の世界史 マルク・レヴィンソン／著 ダイヤモンド社 333.6/ﾚ/

子ども・若者ケアラーの声からはじまる 斎藤真緒／編 クリエイツかもがわ 369/ｺ/

こんなに変わった理科教科書 左巻健男／著 筑摩書房 S 375.42/ｻ/

やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹／監修 ナツメ社 378.28/ﾔ/

史料でみる和菓子とくらし 今村規子／著 淡交社 383.81/ｲ/

知れば知るほど面白い暦の謎 片山真人／著 三笠書房 B 449/ｶ/

リズムの生物学 柳澤桂子／著 講談社 B 463.9/ﾔ/

アリたちの美しい建築 ウォルター・R.チンケル／著 青土社 486.7/ﾁ/

オオカミの知恵と愛 ジム・ダッチャー／著
日経ナショナルジオグ

ラフィック社
489.56/ﾀﾞ/

トコトンやさしい水道の本 高堂彰二／著 日刊工業新聞社 518.1/ｺ/

新・建築入門 隈研吾／著 筑摩書房 B 520.2/ｸ/

結んでつくるマクラメの猫ハンモック エクスナレッジ 594.3/ﾑ/

ボタニカルアートで楽しむ花の博物図鑑 土橋豊／著 淡交社 627.038/ﾂ/

「困った行動」がなくなる犬のこころの処方箋 村田香織／著 青春出版社 645.6/ﾑ/

羽田の今昔 近藤晃／著 天夢人 687.913/ｺ/

歌舞伎江戸百景 藤澤茜／著 小学館 721.8/ﾌ/

分　類

Ｂ→文庫 Ｓ→新書
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書　　　名 著　者　名 出　版　社

線の冒険 松田行正／著 筑摩書房 B 727/ﾏ/

図解近現代日本音楽史 田中健次／著 東京堂出版 762.1/ﾀ/

新映画論 渡邉大輔／著 ゲンロン 778.04/ﾜ/

日本の敬語 金田一京助／著 講談社 B 815.8/ｷ/

すべてのものは優しさをもつ 島楓果／著 ナナロク社 911.168/ｼ/

十三人の詩徒 神泉薫／著 七月堂 911.52/ｼ/

いちばんやさしい作詞入門 中村隆道／著 メイツユニバーサルコンテンツ 911.66/ﾅ/

「タ」は夜明けの空を飛んだ 岩井三四二／著 集英社 B 913.6/ｲ/

テウトの創薬 岩木一麻／著 KADOKAWA 913.6/ｲ/

曲り角 神吉拓郎／著 小学館 913.6/ｶ/

名もなき王国 倉数茂／著 ポプラ社 B 913.6/ｸ/

眼球達磨式 澤大知／著 河出書房新社 913.6/ｻ/

ドッグテールズ 樋口明雄／著 徳間書店 B 913.6/ﾋ/

中央線小説傑作選 南陀楼綾繁／編 中央公論新社 B 913.68/ﾁ/

惑 まどう アミの会(仮)／著 実業之日本社 B 913.68/ﾜ/

遺す言葉 瀬戸内寂聴／著 祥伝社 914.6/ｾ/

ふらふら日記 田中小実昌／著 中央公論新社 B 914.6/ﾀ/

心に刻まれた生と死 寺門克／著 里文出版 914.6/ﾃ/

日本語で読むということ 水村美苗／著 筑摩書房 B 914.6/ﾐ/

工学部ヒラノ教授と最後の学生たち 今野浩／著 青土社 916/ｺ/

幼な子ボラナト ラビンドラナート・タゴール／著 而立書房 929.851/ﾀ/

オーウェル レイモンド・ウィリアムズ／著 月曜社 930.28/ｵ/

死ぬより老いるのが心配だ ドナルド・ホール／著 辰巳出版 934.7/ﾎ/

ぼくはただ、物語を書きたかった。 ラフィク・シャミ／著 西村書店 940.28/ｼ/

変身 フランツ・カフカ／著 KADOKAWA B 943.7/ｶ/

世界の果てまで連れてって!… ブレーズ・サンドラール／著 筑摩書房 B 953.7/ｻ/

夜ふけに読みたいはじまりのイソップ物語 イソップ／著 平凡社 991.7/ｲ/

分　類

Ｂ→文庫
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