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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。        
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6月以降の催し物・お知らせ

本の水濡れにご注意ください！

　12日（日）『おおきなかぶ』（アニメ）　21分

　19日（日）『ミッフィーのおじいさまとおばあさま』（アニメ）　35分

今後の図書館のイベント

6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）

6月1日（水）より所沢分館にて事前申し込み開始（電話受付可）

6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）

6月1日（水）より所沢分館にて事前申し込み開始（電話受付可）

　12日（日）『バグダッドの盗賊』　1940年　（イギリス）　102分

　　  監督：ルドウィッヒ・ベルガー　マイケル・パウエル　ほか　出演：サブー　ジョン・ジャスティン　ほか

　19日（日）『紲　庵治石の味』　2012年　（日本）　96分

　　  監督：片岡秀明　出演：佐藤貴広　小野まりえ　ほか

　新型コロナウイルス感染症の感染状況により、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。

　これから雨の日が多い季節になります。本は水に弱く、一度濡れてふやけてしまうと、二度と元に戻りま

せん。返却時に水濡れの状態がひどい場合には、弁償していただくこともございますので、十分にお気を付

けください。また、カバンに一緒に入れている水筒が漏れたり、冷たいペットボトルの結露が付着したりす

ることも、水濡れの原因となります。持ち運ぶ際はビニール袋に入れるなどして水濡れを防ぎ、次に利用さ

れる方が気持ちよくご利用いただけるよう、ぜひみなさまのご協力をお願いいたします。

返却期限を守りましょう！

　図書館でお借りになった本やCD・DVDの貸出期間は2週間です。

　多くの方にご利用していただくため、返却期限を守ってご利用くださいますようお願いいたします。

きずな あじいし
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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

4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

　  17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

こまを動かし、色の不思議を知ろう！

4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

   4日・18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

12日　午前11時～ 3歳～

※事前申込制先着8名 ◎5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

4日・11日・18日・25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・4水曜日

 8日・22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

親子おはなし会

第2・4金曜日

10日・24日　午前10時30分～

0～2歳の子と保護者  ※当日先着3組

おはなし会

第1・3土曜日

4日・18日

午後2時～　3歳～

吾妻分館 ☎２９２４-０２４９ 柳瀬分館 ☎２９４４-４０２３

おはなし会

第2・4土曜日

11日・25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

4日・11日・18日・25日

3歳～　午前10時30分～

※25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

11日・25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

　  ①4日・19日　午前11時～　4歳～

　   ②11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

　　　　　9日  ※当日先着5組

　　　11時～　　　 0～1歳の子と保護者

　　　11時20分～　2～3歳の子と保護者

工作教室

第2日曜日

第4土曜日

工作「ストローオルガン」12日・25日

5歳～　午前10時30分～　※当日先着5名

6月のこどもむけ特別行事

★とこぶん工作会★ おってきってたなばたかざり

所沢分館　18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）12日（日）～申込受付、電話可　場所：おはなし会室　午前11時20分開場

◎折り紙でかんたんな七夕かざりをつくります。はさみを使います。

親子おはなし会

第4金曜日

24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

5日　午前11時～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着3組

◎申込受付中　電話可

6月のこども向け定例行事

親子おはなし会

第4金曜日

24日　午前10時～

0歳～未就園児と保護者

親子おはなし会

第3金曜日

17日　午前10時～　乳幼児と保護者

※事前申込制先着10組 ◎1日受付開始

電話可（2924-0118 ※吾妻まちセン）

11日・18日・25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

10日　午前10時30分～

乳幼児と保護者　※事前申込制先着5組

◎3日受付開始　電話可

※同日午前10時～12時は赤ちゃんタイム
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2022.6

書　　　名 著　者　名 出　版　社

AI技術史 Michael Wooldridge／著 インプレス 007.13/ｳ/

大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本 高橋聡美／著 法研 146.8/ﾀ/

アフガニスタン現代史 内藤陽介／著 えにし書房 227.1/ﾅ/

ようこそシベリア鉄道へ 二村高史／著 天夢人 293.8/ﾌ/

知識ゼロからのSDGs入門 夫馬賢治／監修 幻冬舎 335.15/ﾁ/

昆虫食の歴史 ジーナ・ルイーズ・ハンター／著 原書房 383.8/ﾊ/

数のはなし 大村平／著 日科技連出版社 412/ｵ/

ブラックホール 大須賀健／著 KADOKAWA B 443.5/ｵ/

津波詳細地図にみる東日本大震災の10年 原口強／著 古今書院 H 453.212/ﾂ/

トコトンやさしいロボットの本 日本ロボット工業会／監修 日刊工業新聞社 548.3/ﾄ/

保護猫の育て方 ハンナ・ショー／著 エクスナレッジ 645.7/ｼ/

チェスを初めてやる人の本 小島慎也／監修 つちや書店 796.9/ﾁ/

「いろは」の十九世紀 岡田一祐／著 平凡社 811.5/ｵ/

なぜ漱石は終わらないのか 石原千秋／著 河出書房新社 B 910.268/ﾅ/

我と来て遊べや親のない雀 小林一茶／著 童話屋 911.35/ｺ/

妖怪たちの秘密基地 齋藤真麻理／著 平凡社 913.49/ｻ/

みぞれ雨 伊多波碧／著 光文社 B 913.6/ｲ/

エルフリーデの十字架 神居卓／著 三一書房 913.6/ｶ/

曙の獅子　1・2 桐野作人／著 南方新社 913.6/ｷ/

高瀬川 西野喬／著 郁朋社 913.6/ﾆ/

逆転 野口卓／著 実業之日本社 913.6/ﾉ/

キネマトグラフィカ 古内一絵／著 東京創元社 B 913.6/ﾌ/

少年空海アインシュタイン時空を超える 三田誠広／著 春陽堂書店 913.6/ﾐ/

木 幸田文／著 新潮社 B 914.6/ｺ/

猫に教わる 南木佳士／著 文藝春秋 914.6/ﾅ/

話すことを話す キムハナ／著 CCCメディアハウス 929.14/ｷ/

フォーリング-墜落- T.J.ニューマン／著 早川書房 933.7/ﾆ/

ダヴィデ メアリ・ホフマン／著 求龍堂 933.7/ﾎ/

分　類

Ｂ→文庫 Ｈ→大型本
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