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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～２０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（祝休日を除く）・月の最終あ水曜日は全館休館日です。        

※ １０日（日）富岡・吾妻・柳瀬・新所沢分館は参議院議員選挙のため臨時休館です。 

※ １８日（月・祝）狭山ケ丘・柳瀬分館は、設備点検等のため臨時休館です。 

※ １８日（月・祝）富岡分館は、水道工事のため１３時からの開館となります。 

※ 松井小学校図書館は祝休日は休館です。 

スマートフォンは   
こちらから ⇒ 

2022.7 

気温の高い日が 

多くなってきたね 

図書館に来るときは 

熱中症に気をつけてね！ 

 

７月 
 ※ 

※ 



　7月1日（金）より所沢分館にて事前申し込み開始　※電話申込可 ☎2923-1243

今後の図書館のイベント

７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(開場:午前10時45分)  定員：20名(事前申込制・先着順)

7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(開場:午後1時45分)  定員：20名(事前申込制・先着順)

　10日（日）『ロープ　戦場の生命線』　2015年　（スペイン）　106分

　　  監督：フェルナンド・レオン・デ・アラノア　出演：ベニチオ・デル・トロ　ティム・ロビンス　ほか

　17日（日）『八つ墓村』　2019年　（日本）　118分

　　  原作：横溝正史　演出：吉田照幸　出演：吉岡秀隆　村上虹郎　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。

　本館では、7月から9月の間、夜間開館日（毎週火曜日）の開館時間を午後８時まで延長いたします。

　なお、各分館は通常通りの開館時間ですので、お間違えのないようにご来館ください。

富岡分館「ヒロシマ・ナガサキ展」

　日時：7月23日（土）～8月21日（日）　　場所：富岡まちづくりセンター2階通路

　内容：平和を希うポスター資料を展示。来場記念に鶴のしおりをプレゼントします。

　お問い合わせ：富岡分館　☎ 2943-3636

   17日（日）『日本の昔ばなし　大江山の鬼退治　ほか』（アニメ）　23分

    7月1日（金）より所沢分館にて事前申し込み開始　※電話申込可 ☎2923-1243

7月以降の催し物・お知らせ

本館　夏季期間中の火曜日の開館時間延長について

　10日（日）『長ぐつをはいたねこ』（人形劇）　35分

本館　夏季休暇期間中の中高生ボランティアについて

　活動日：8月16日(火)、18日(木)　　　　　活動時間：⑴午前10時～12時  ⑵午後2時～4時

　場所：本館2階一般室　　　　　　　　　　  活動内容：返却された本を棚に戻す作業、本棚の整理

　対象：中学生・高校生（市内・市外問わず） 定員：各活動時間帯につき5名（事前申込制・先着順）

　申込：7月28日(木)～8月12日(金) 本館２階カウンターにて受付  ※電話申込可 ☎2995-6311

こいねが
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第2・3・4・５

土曜日

かみしばいの会

第1土曜日

2日　午後2時～　4歳～

※事前申込制先着15名

　◎1日 受付開始 電話可

親子おはなし会

第3金曜日

かがくあそび

第1土曜日

方位磁針、日時計、実験器具を作ろう！

2日　午後3時～　小学生～

※事前申込制先着15名

◎申込受付中　電話可

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

狭山ヶ丘分館 ☎２９４９-１１９３ 富岡分館 ☎２９４３-３６３６

おはなし会

第1・2・3土曜日

2日・9日・16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

吾妻分館 ☎２９２４-０２４９ 柳瀬分館 ☎２９４４-４０２３

おはなし会

第2・4土曜日

9日・23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・５

土曜日

2日・9日・16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・4土曜日

9日・23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

　　　11時～　　　 0～1歳の子と保護者

　　　11時20分～　2～3歳の子と保護者

　　　　　　 ※当日先着各回5組

工作教室

第2日曜日

第4土曜日

工作「わりばし飛行機」

10日・23日　5歳～

午前10時30分～　※当日先着5名

※各イベントの参加申し込みは、午前9時30分から受付します

7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

15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）

9日・16日・23日・30日

午後2時～　　　 4歳～

午後3時30分～　小学生～

※事前申込制先着各回15名

◎１週間前の金曜日～受付開始 電話可

　  15日　午前10時30分～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着10組

◎８日 受付開始 電話可

親子おはなし会

第2金曜日

8日　午前10時30分～

乳幼児と保護者　※事前申込制先着6組

◎1日 受付開始 電話可

※同日午前10時～12時は赤ちゃんタイム
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

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

第3水曜日

20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
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★夏のスペシャルおはなし会★

新所沢分館　16日（土）

午後3時～　3歳～

※事前申込制（先着10名）

9日（土）受付開始 電話可

★こわいおはなし会★

狭山ヶ丘分館　23日（土）午後3時10分～

ひとりでおはなしがきける子・マスクができる子

狭山ヶ丘コミュニティセンター2階　第1・第2集会室

※事前申込制（先着15名）　9日（土）受付開始 電話可

◎夏にピッタリの、ちょっぴりこわいお話はいかがですか。

★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～

狭山ヶ丘分館　えほんの部屋

※当日先着6名

◎男性職員によるおはなし会です。

本館　3日（日）

午後2時30分～　4歳～　3階集会室

1階こども室集合　※事前申込制（先着15名）

1日（金）受付開始 電話可

◎たなばたの紙芝居や絵本をやるよ！

本館　28日（木）

午前9時30分～　小学3年生～6年生　※事前申込制（先着15名）

航空記念公園 及び 3階集会室

6日（水）受付開始 電話可

◎航空公園の自然を探検し、発見した様々な不思議を

図書館で調べてみよう！

7月のこどもむけ特別行事

★かがくあそび★

ふしぎなおもちゃ万華鏡

所沢分館　24日（日）

①午前10時30分～　②午後3時～

5歳～（未就学児は保護者同伴）

　1階多目的会議室　※事前申込制（各回10名）

10日（日）受付開始 電話可

◎のぞくとキラキラ！ふしぎな万華鏡づくりを楽しもう！

★ものがたりの森へようこそ★

所沢分館　7月29日（金）、８月3日（水）、４日（木）

午後3時30分～　5歳～小学2年生

おはなし会室　※事前申込制（各回6名）

16日（土）受付開始 電話可

◎絵本よりも少し長い「ものがたり」をみんなで楽しもう！

★夏休みかがくあそびスペシャル★

とろ～り落ちるスライム時計をつくろう！
★本を読んであつめよう　パズルラリー★

★たなばたおはなし会★
★ところざわ遊キッズ★

～航空公園の生き物のナゾを探れ！～

★夏のおたのしみスタンプラリー★

椿峰分館　23日（土）～8月28日（日）

お子様ならどなたでも参加できます。

◎本を借りてスタンプをためよう！

集まったらプレゼントと交換できるよ。

本館　8月4日（木）

①午前10時～　②午後2時～

小学生～（ひとりでかがくあそびができる子）3階集会室

　1階こども室集合 ※事前申込制（各回先着15名）

22日（金）受付開始 電話可

◎スライムの不思議を体験し、スライム時計をつくるよ！

所沢分館　7月16日（土）～8月28日（日）

中学生以下

◎本を読んでクイズに挑戦してね。

正解するとパズルのピースが手に入るよ。

全問正解してパズルを完成させよう！
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富岡分館　30日（土）午前11時～

5歳～小学生（未就学児は保護者同伴）

富岡まちづくりセンター2階　絵画工芸室

※事前申込制（先着5名）　2日（土）受付開始 電話可

◎ひみつのこなをぐるぐるまぜて、バスボムをつくろう！

吾妻分館　20日（水）～8月30日（火）

お子様ならどなたでも参加できます

◎本を借りるたびに、スタンプカードにスタンプを押します。

スタンプカードがいっぱいになったら、プレゼントがあるよ！

7月のこどもむけ特別行事

★夏休み かがくあそび★

バスボムをつくろう！

★スタンプラリー★

本をかりてスタンプを集めよう！

★夏休み行事★

読んでビンゴにちょうせん

松井小学校図書館　23日（土）～8月21日（日）

本を読めるお子様ならどなたでも参加できます。

◎マスにかかれたミッションにちょうせんして

ビンゴをかんせいさせよう！

★所沢ゆかりの絵本作家　飯野まきさんの読み聞かせ＆ワークショップ　vol.３★

吾妻分館　23日（土）午後1時30分～3時

5歳～小学生のお子様とその保護者

吾妻まちづくりセンター　2階学習室2.3号

※事前申込制 （先着10組）

2日（土）受付開始 電話可

ミニ原画展はイベント参加者以外の方でもご覧いただけますが、イベント中は会場に立ち入ることが出来ません。

★はじめての虫かんさつ★

吾妻分館　8月7日（日）

①午前10時30分～午前11時30分　②午後2時～午後3時

4歳～（未就学児は保護者同伴）

埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター

※事前申込制 （各回先着10名）

16日（土）吾妻分館にて受付開始 電話可

◎蚊帳の中で虫取り遊びをしてみませんか。

図書館職員による本の紹介や、埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター職員による虫の解説も行います。

松井小学校図書館　31日（日）

①午前10時～　②午前11時～

※①は4歳～、②は小学3年生～のおはなしかいです。

※当日先着各回10名

◎たくさんのこわーいおはなしがまってます！

★かっぴークラブ★

お手軽けん玉をつくろう

柳瀬分館　16日（土）

午後2時～　小学生

柳瀬分館　おはなしのへや

※事前申込制（先着3組）

 2日（土）受付開始 電話可

★夏のおたのしみ会★

くるくる紙コップシアターをつくろう

柳瀬分館　23日（土）

午前10時30分～　3歳～

柳瀬分館　おはなしのへや

※事前申込制（先着3組）

9日（土）受付開始 電話可

★夏休み行事★

夏のこわーいおはなしかい
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2022.7

書　　　名 著　者　名 出　版　社

名誉の起源 バーナード・マンデヴィル／著 法政大学出版局 043/ﾏ/

空海『三教指帰』 藤井淳／著 慶應義塾大学出版会 188.54/ﾌ/

満洲からシベリア抑留へ 生田美智子／著 人文書院 210.75/ｲ/

ユーゴスラヴィア解体とナショナリズム 鈴木健太／著 刀水書房 239.31/ｽ/

生きる場の思想と詩の日々 花崎皋平／著
藤田印刷エクセレント

ブックス
289.1/ﾊ/

社会保障あんしん教室 藤岡夕里子／著 日本法令 364/ﾌ/

物理学の野望 冨島佑允／著 光文社 S 420.2/ﾄ/

ペンギン大全
パブロ・ガルシア・ボル

ボログ／編
青土社 488.66/ﾍﾟ/

復興・陸前高田 中井検裕／編著 鹿島出版会 518.8/ﾌ/

近代日本の工業化と企業合併 橋口勝利／著 京都大学学術出版会 586.221/ﾊ/

一緒に生きる 東直子／著 福音館書店 599.04/ﾋ/

主題で差がつく透明水彩の風景画 醍醐芳晴／著 芸術新聞社 724.4/ﾀﾞ/

音楽交流のはじまり オットー・ビーバ／著 左右社 762.346/ﾋﾞ/

シネアスト高畑勲 ステファヌ・ルルー／著 みすず書房 778.77/ﾙ/

日本語名言紀行 中村明／著 青土社 810.4/ﾅ/

夏目漱石は子役チャップリンと出会ったか? 原武哲／著 鳥影社 910.268/ﾅ/

京極杞陽の百句 山田佳乃／著 ふらんす堂 911.362/ｷ/

夏の陰 岩井圭也／著 KADOKAWA B 913.6/ｲ/

がらくた博物館 大庭みな子／著 小学館 913.6/ｵ/

南蛮の絆 大村友貴美／著 双葉社 913.6/ｵ/

蛍の川 大城貞俊／著 インパクト出版会 913.6/ｵ/

マウンテンガールズ・フォーエバー 鈴木みき／著 エイアンドエフ 913.6/ｽ/

暗い夜の私 野口冨士男／著 小学館 913.6/ﾉ/

火の航跡 平岩弓枝／著 文藝春秋 B 913.6/ﾋ/

路上の陽光 ラシャムジャ／著 書肆侃侃房 929.323/ﾗ/

メアリ・ヴェントゥーラと第九王国 シルヴィア・プラス／著 集英社 933.7/ﾌﾟ/

ハイブリッド植物強奪 エルンスト・ヴルチェク／著 早川書房 B 943.7/ﾌﾞ/

わが人生の小説 レオナルド・パドゥーラ／著 水声社 963/ﾊﾟ/

分　類

Ｂ→文庫 Ｓ→新書
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