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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。        

※ 19 日（月・祝）狭山ヶ丘分館・富岡分館は設備点検等のため 

   臨時休館です。 

※ 松井小学校図書館は祝休日は休館です。 
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読書の秋だね！ 

図書館に来て 

たくさん本を読もう！ 

９月 
 



今後の図書館のイベント

9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)

9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)

　11日（日）『グリーンブック』　2018年　（アメリカ）　130分

　　  監督：ピーター・ファレリー　出演：ヴィゴ・モーテンセン　マハ―シャラ・アリ　ほか

　18日（日）『天使のいる図書館』　2017年　（日本）　108分

　　  監督：ウエダアツシ　出演：小芝風花　横浜流星　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。

熱中症にご注意ください！

　現在、図書館に来館される際には、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、マスクの着用をお願いし

ております。そのため、熱中症にかかるリスクが高くなっていますので、十分ご注意ください。

　来館された際、体調が悪くなってしまったときには、近くの職員までお声がけください。

　18日（日）『こねこのぴっち』（アニメ）　30分

    9月1日（木）より所沢分館にて事前申し込み開始　※電話申込可 ☎2923-1243

9月以降の催し物・お知らせ

本館　大人のためのおはなし会

　11日（日）『ぼくは王さま　ぞうのたまごとにせもの王さま』（アニメ）　39分

　日時：10月6日（木）午後2時～  　　　　　　　　　場所：所沢図書館本館　集会室

　内容：大人対象の昔話を中心とした素話や朗読など

　対象：一般（中学生以上）　　                               定員：15名

   申込：9月29日（木）より本館にて事前申し込み開始　※電話申込可 ☎ 2995-6311

    9月1日（木）より所沢分館にて事前申し込み開始　※電話申込可 ☎2923-1243

視聴覚資料(CD・DVD)の貸出数が変わります！

　9月1日(木)から視聴覚資料の貸出数が変わります。これまではCDとDVD合わせて2点までの貸出でした

が、CDは1人3点、DVDは1人2点までとなります。CDとDVDが別々の貸出枠(予約枠)になります。

貸出期間は従来と同じ2週間となります。みなさま、どうぞご利用ください。
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本　館 ☎２９９５-６３１１

所沢分館 ☎２９２３-１２４３ 新所沢分館 ☎２９２９-１９０５

狭山ヶ丘分館 ☎２９４９-１１９３ 富岡分館 ☎２９４３-３６３６

吾妻分館 ☎２９２４-０２４９ 柳瀬分館 ☎２９４４-４０２３

椿峰分館 ☎２９２４-８０４１ 松井小学校図書館 ☎２９９２-２７９６

おはなし会

第1・2土曜日

第3日曜日

    ①3日・18日　午前11時～　4歳～

    ②10日　　　   午後2時～　小学生

　　       ※当日各回先着10名

★とこぶん工作会★ ならしてみよう でんでんだいこ

所沢分館　17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）

11日（日）午前9時30分～受付開始、電話可（ご家族分のみ）場所：おはなし会室　午前11時20分開場

◎紙皿とペットボトルキャップを使って、たのしいたいこをつくります。

9月のこどもむけ特別行事

おはなし会

第2・4土曜日

親子おはなし会

第3金曜日

おはなし会

第1・2・3・4

土曜日

3日・10日・17日・24日

3歳～　午前10時30分～

※24日は紙芝居　※事前申込制先着3組

親子おはなし会

第3金曜日

16日　午前10時～

0歳～未就園児と保護者

10日・24日　午前11時～

3歳～　※当日申込制先着5組

16日　午前10時～

乳幼児と保護者

※当日先着10組

親子おはなし会

第3水曜日
21日　午前10時～　0～3歳の子と保護者

9日・23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2・4金曜日

おはなし会

第1・2・3・4

土曜日

3日・10日・17日・24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・2水曜日

7日・14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
3日・17日　午後2時～　3歳～

    3日・17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・3・4土曜日

10日・17日・24日

午後2時～　　　 4歳～

午後3時30分～　小学生～

※事前申込制各回先着15名

◎１週間前の金曜日午前9時30分～

受付開始 電話可

かみしばいの会

第1土曜日

3日　午後2時～　4歳～

※事前申込制先着15名

　◎1日 午前9時30分～受付開始 電話可

親子おはなし会

第3金曜日

 16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

◎9日 午前9時30分～受付開始 電話可

かがくあそび

第1土曜日

太陽光プリント(青と白のアート作品)を作ろう！

3日　午後3時～　小学生～

※事前申込制先着15名　満員御礼

おはなし会

第1・3土曜日

おはなし会

第2日曜日

第3土曜日

 11日　午前11時～ ◎4日 受付開始 電話可

 17日　午後3時～ ◎10日 受付開始 電話可

     3歳～　※事前申込制各回先着8名

９月のこども向け定例行事

親子おはなし会

第2木曜日

8日　※当日各回先着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

親子おはなし会

第3水曜日
工作教室

第2日曜日

第4土曜日

          工作「パックシューター」

           11日　午前10時30分～

           24日　午後1時30分～

           5歳～　※当日各回先着5名

10日・24日　午前11時～

4歳～　※当日先着4名

21日　午前11時～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着3組

◎14日受付開始　電話可

おはなし会

第2・4土曜日

親子おはなし会

第4金曜日

親子おはなし会

第2金曜日

  9日　午前10時30分～ 乳幼児と保護者

※事前申込制先着6組◎2日 受付開始 電話可

※同日午前10時～12時は赤ちゃんタイム

23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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書　　　名 著　者　名 出　版　社

古代日本に於ける「図書館」の起源 新藤透／著 樹村房 010.21/ｼ/

哲人たちの人生談義 國方栄二／著 岩波書店 S 131.5/ｸ/

生きることの近世史 塚本学／著 平凡社 B 210.5/ﾂ/

ペリー日本遠征随行記
サミュエル・ウェルズ・

ウィリアムズ／著
講談社 B 291.09/ｳ/

忘れられた日本憲法 畑中章宏／著 亜紀書房 323.12/ﾊ/

食の道具大全 コリン・マイナット／著 柊風舎 383.88/ﾏ/

医療と戦時下の暮らし 新村拓／著 法政大学出版局 490.21/ｼ/

泣いて生まれて笑って逝こう 昇幹夫／著 春陽堂書店 498.3/ﾉ/

今と未来がわかる工場 多田夏代／著 ナツメ社 509.5/ﾀ/

日本茶の世界 高宇政光／著 講談社 B 619.8/ﾀ/

刺さるデザインの5つの法則 ARENSKI／編 日貿出版社 727/ｻ/

言語学者、外の世界へ羽ばたく 川原繁人／著 教養検定会議 S 804/ｶ/

夢の家 魚住陽子／著 駒草出版 913.6/ｳ/

陽だまりの果て 大濱普美子／著 国書刊行会 913.6/ｵ/

鯨の岬 河崎秋子／著 集英社 B 913.6/ｶ/

島崎藤村短篇集 島崎藤村／著 岩波書店 B 913.6/ｼ/

マーブル 珠川こおり／著 講談社 913.6/ﾀ/

震雷の人 千葉ともこ／著 文藝春秋 B 913.6/ﾁ/

最後のページをめくるまで 水生大海／著 双葉社 B 913.6/ﾐ/

やわらかく、考える。 外山滋比古／著 PHP研究所 B 917/ﾄ/

その丘が黄金ならば C・パム・ジャン／著 早川書房 933.7/ｼﾞ/

あの人たちが本を焼いた日 ジーン・リース／著 亜紀書房 933.7/ﾘ/

キリンの首
ユーディット・シャラン

スキー／著
河出書房新社 943.7/ｼ/

夏の雨・冬の大天使 ヴィクトル・ユゴー／著 春風社 951.6/ﾕ/

プラハのショパン エリック・ファーユ／著 水声社 953.7/ﾌ/

ロシアの星
アンヌ=マリー・ルヴォ

ル／著
集英社 953.7/ﾙ/

ナルキッソスの怒り セルヒオ・ブランコ／作 北隆館 962/ﾌﾞ/

万物は流転する ワシーリー・グロスマン／著 みすず書房 983/ｸﾞ/

分　類

Ｂ→文庫 Ｓ→新書
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