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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です。 

 

スマートフォンは   
こちらから ⇒ 

2022.８ 

暑すぎる日は 

図書館でゆっくり過ごそう！ 

新しい本との出会いが 

あるかも！ 

 

８月 
 



8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

　14日（日）『小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話』（アニメ）　45分

　8月2日（火）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

8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)

8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)

　14日（日）『私の、息子』　2013年　（ルーマニア）　112分

　　  監督：カリン・ペーター・ネッツアー　出演：ルミニツァ・ゲオルギウ　ボグダン・ドゥミトラケ　ほか

　21日（日）『美しい夏キリシマ』　2002年　（日本）　118分

　　  監督：黒木和雄　出演：柄本佑　小田エリカ　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。

柳瀬分館　葉月の朗読会

　日時：8月9日（火）午前10時30分～11時30分  場所：柳瀬まちづくりセンター　学習室1号

　内容：戦争に関する詩や絵本の朗読　　　　　　 対象：一般　定員：10名（事前申込制・先着順）

   申込：8月2日（火）午前9時30分から柳瀬分館にて受付　※電話申込可☎ 2944-4023

　21日（日）『名作童話大全集　ウサギとカメ　ほか』（アニメ）　32分

    8月2日（火）より所沢分館にて事前申し込み開始　※電話申込可 ☎2923-1243
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会
かみしばいの会

第1土曜日

6日　午後2時～　4歳～

※事前申込制先着15名

　◎2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 今月はおやすみです。

所沢分館 ☎２９２３-１２４３ 新所沢分館 ☎２９２９-１９０５

おはなし会

第1・3土曜日

   6日・20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

14日　午前11時～　3歳～

※事前申込制先着8名

7日 ～受付開始　電話可

狭山ケ丘分館 ☎２９４９-１１９３ 富岡分館 ☎２９４３-３６３６

おはなし会

第2・4土曜日

13日・27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

 10日・24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 今月はおやすみです。

親子おはなし会

第2水曜日

10日　午前10時～

乳幼児と保護者

吾妻分館 ☎２９２４-０２４９ 柳瀬分館 ☎２９４４-４０２３

おはなし会

第2・4土曜日

13日・27日　午前11時～

3歳～　※当日申込制先着5組

おはなし会

第1・3・4土曜日

6日・20日・27日

3歳～　午前10時30分～　※27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 今月はおやすみです。

親子おはなし会 今月はおやすみです。

親子おはなし会

第1日曜日

7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

工作教室 今月はおやすみです。

8月のこども向け定例行事

12日・26日　午前10時30分～

0～2歳の子と保護者

※当日先着各3組

親子おはなし会

第4金曜日

26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

19日　午前10時～　乳幼児と保護者

※事前申込制先着10組 ◎2日受付開始

電話可（2924-0118 ※吾妻まちセン）

今月はおやすみです。

親子おはなし会

第2金曜日

12日　午前10時30分～

0~2歳の子と保護者

※事前申込制先着6組

◎5日 ～受付開始　電話可

※同日午前10時～12時は赤ちゃんタイム

　  19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

◎12日 ～受付開始 電話可

おはなし会

第2土曜日

13日　午前11時～

4歳～　※当日申込制先着4名

親子おはなし会

第4金曜日

26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
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狭山ケ丘分館

7月28日（木）～8月30日（火）

どなたでも参加できます。

狭山ケ丘分館　エレベーターホール前

◎日本全国のおかずをパネル展示します。

どのおかずが好きですか？

★ちょっぴりこわいおはなし会★

所沢分館　28日（日）

　①ちいさい子向け（3歳～）　　午後3時30分～

　②小学生以上向け（小学生～）　午後4時10分～

1階多目的会議室※事前申込制（各回10名）

14日（日）～受付開始　電話可（ご家族分のみ）

◎ちょっぴりこわいお話を聞いて、ひんやり涼しい気分になろう。

★こわいおはなし会★

新所沢分館　20日（土）

午後3時～　ひとりでおはなしがきける子

※事前申込制（先着10名）　13日（土）～受付開始　電話可

★にっぽんのおかず展★

本館　10日（水）

午前10時～　4歳～小学生（保護者同伴可）3階集会室

　1階こども室集合　※事前申込制（先着15名）

◎3日（水）～受付開始　電話可

本館　10日（水）

午後2時～　ひとりできける小学生　3階集会室

　1階こども室集合　※事前申込制（先着15名）

◎3日（水）～受付開始　電話可

8月のこどもむけ特別行事

★とこぶんの図書館お仕事体験★

所沢分館　17日（水）、18日（木）

各日　①午前10時～12時　②午後2時～4時

小学3年生以上　※事前申込制（各回2名）

3日（水）～受付開始　電話可（ご家族分のみ）

◎本を返却したり棚に戻したりする作業、

本を紹介するポップづくりなどを体験できます。

★とこぶん工作会スペシャル★

たのしいおりぞめ

所沢分館　24日（水）

①午前10時30分～　②午後3時～

3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）

7日（日）～受付開始　電話可（ご家族分のみ）

◎折った和紙を色水につけて染めるおりぞめに挑戦しよう。

本館　25日（木）

①午前10時～　②午後2時～

小学生～（ひとりで工作ができる子）3階集会室

　1階こども室集合 ※事前申込制（各回先着15名）

12日（金）～受付開始　電話可

◎ペットボトルで作れる、かわいいふうりんだよ！

★夏休み工作教室★

クラゲの風鈴をつくろう！
★本を読んであつめよう　パズルラリー★

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！

9日（火）からパート２がはじまります。

★夏休みおはなし会スペシャル★

ちょっぴり こわ～いおはなし会

★夏休みおはなし会スペシャル★

こわ～いおはなし会

★夏休み工作会★

「カラフルスライムであそぼう！」

狭山ケ丘分館　20日（土）

午後１時30分～　５歳以上（7歳以下は保護者同伴）

狭山ケ丘コミュニティーセンター2階　調理室

※事前申込制（先着8名）6日（土）～受付開始　電話可

◎当日は汚れてもいい服装でお越しください。
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椿峰分館　6日（土）

①午前10時～　②午後2時～　小学生～

椿峰分館　会議室

※事前申込制（各回先着4名）申込受付中　電話可

椿峰分館　27日（土）

午前11時～　4歳～

おはなし会室　※申込不要（先着8名）

◎お子さまのみでの参加になります。

8月のこどもむけ特別行事

★スタンプラリー★

本をかりてスタンプを集めよう！

吾妻分館　7月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、プレゼントがあります。

★プラネタリウム工作教室★

柳瀬分館　13日（土）午前10時～

小学4年生～　柳瀬まちづくりセンター　学習室2号

※事前申込制（先着3組）申込受付中、電話可

富岡分館　6日（土）

午後2時～　3歳～

富岡まちづくりセンター2階　会議室Ⅱ　※先着10名

◎ちょっとこわいおはなし、工作などを行います！

★ちょっとこわいおはなし会★

★富岡分館開館35周年記念イベント★

きょうりゅうはかせになろう！

～恐竜大好き、みんな集まれ！～

富岡分館　20日（土）午後1時30分～

3歳～小学生と保護者の方

富岡まちづくりセンター1階　和室

※事前申込制（先着親子15組）2日（火）～受付開始　電話可

◎恐竜絵本作家黒川みつひろさんによる、

絵本の読み聞かせと恐竜のおはなし

★夏のエコ工作会★

「ゆらゆらブロックタワー」をつくろう！
★こわいおはなし会★

★夏休み 読んでビンゴにちょうせん★

松井小学校図書館　7月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挑戦して

ビンゴをかんせいさせよう！

★夏のおはなし会★

松井小学校図書館　10日（水）

①午前11時～　②午後2時～

※①は4歳～、②は小学生～のおはなしかいです。

※当日先着各回10名

◎おはなし、読み聞かせ、お楽しみこうさくをします。

★夏休み工作教室★

　　　　　　　 松井小学校図書館

　　　　　 　20日（土）「スーパーブーメラン」

　　　　　　 21日（日）「飛びだすヘビ」

　　　　　　　　　　両日午前10時30分～

　　　　　　　　5歳～　※当日先着各日10名

★夏休み科学あそび★

CD分光器で七いろの光をみてみよう

松井小学校図書館　25日（木）

午前10時30分～　小学生～

※当日先着5名
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2022.8

書　　　名 著　者　名 出　版　社

本とはたらく 矢萩多聞／著 河出書房新社 022.57/ﾔ/

ニーチェ入門講義 仲正昌樹／著 作品社 134.94/ﾅ/

基礎から学ぶ宗教と宗教文化 岸清香／著 勁草書房 160/ｷ/

幻想の都鎌倉 高橋慎一朗／著 光文社 S 213.7/ﾀ/

図説スペインの歴史 立石博高／著 河出書房新社 236/ﾀ/

近代日本の政治構想とオランダ 大久保健晴／著 東京大学出版会 311.21/ｵ/

事件から読みとく日本企業史 武田晴人／著 有斐閣 335.21/ﾀ/

呼吸器のしくみ 弦間昭彦／監修 マイナビ出版 491.33/ｺ/

バイオマスプラスチック
日本有機資源協会／企

画・編集
環境新聞社 578.4/ﾊﾞ/

リネンの歴史とその関連産業 ジャック・ルール／著 白水社 S 586.3/ﾙ/

ゼラニウムの文化誌 カシア・ボディ／著 原書房 627.58/ﾎﾞ/

築地市場の人々 山下倫一／写真・文 国書刊行会 H 675.5/ﾔ/

旅館おかみの誕生 後藤知美／著 藤原書店 689.8/ｺﾞ/

舞台の面影 村島彩加／著 森話社 774.26/ﾑ/

囲碁はじめての布石入門 村川大介／監修 成美堂出版 795/ｲ/

子どもに学ぶ言葉の認知科学 広瀬友紀／著 筑摩書房 S 801/ﾋ/

漱石の白百合、三島の松 塚谷裕一／著 中央公論新社 B 910.26/ﾂ/

恋愛名歌集 萩原朔太郎／著 岩波書店 B 911.104/ﾊ/

いちばんやさしい短歌 横山未来子／著 日本文芸社 911.107/ﾖ/

魔法の文芸 江畑哲男／著 飯塚書店 911.4/ｴ/

マトリョーシカ・ブラッド 呉勝浩／著 徳間書店 B 913.6/ｺﾞ/

聯愁殺 西澤保彦／著 中央公論新社 B 913.6/ﾆ/

天空の密室 未須本有生／著 南雲堂 913.6/ﾐ/

ことばの杖 李良枝／著 新泉社 914.6/ｲ/

わたしたちの登る丘 アマンダ・ゴーマン／著 文藝春秋 B 931.7/ｺﾞ/

偽のプリンセスと糸車の呪い
シャンナ・スウェンドソ

ン／著
東京創元社 B 933.7/ｽ/

魔法の指輪 　上・下
フリードリヒ・ド・ラ・

モット・フケー／著
幻戯書房 943.6/ﾌ/

ロシア文学からの旅 中村唯史／編著 ミネルヴァ書房 980/ﾛ/

分　類

Ｂ→文庫 Ｈ→大型本 Ｓ→新書
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