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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 

狭山ケ丘分館 
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。 

※ 1０日（月・祝）新所沢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。 

 

 

スマートフォンは   
こちらから ⇒ 

2022.10 

図書館で本を借りて 

秋の夜長にたくさん 

読書をしよう！ 



　所沢図書館本館では、11月20日（日）に、「図書館まつり」を開催する予定です。このイベントで、当日の運営ボ

ランティアを募集します。主なお仕事は、総合窓口でのご案内や、イベントのお手伝いなどです。

ご興味のある方は、10月中旬以降に詳細をお知らせしますので、ポスターやHPをご覧いただき、お申込みください。

みなさまのご参加をお待ちしております！

　ファミリーマート所沢松葉町店での図書等取次サービスが、１0月末をもって終了いたします。

予約図書の配送は10月20日（木）、お受け取りは10月26日（水）、ご返却は10月31日（月）までとなります。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。　お問い合わせ：本館 ☎2995-6311

 10月1日（土）より所沢分館にて事前申し込み開始　※電話申込可 ☎2923-1243

　日時：10月27日（木）~11月13日（日）　お問い合わせ：柳瀬分館 ☎2944-4023

ファミリーマート所沢松葉町店の図書等取次サービスの終了について

　23日（日）『マドレーヌといぬ』（アニメ）　24分

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)

　16日（日）『Mr.ホームズ』　2015年　（イギリス・アメリカ）　104分

　　  監督：ビル・コンドン　原作：ミッチ・カリン　出演：イアン・マッケラン　ローラ・リニー　ほか

　23日（日）『地下鉄（メトロ）に乗って』　2006年　（日本）　122分

　　  監督：篠原哲雄　原作：浅田次郎　出演：堤真一　岡本綾　ほか

10月以降の催し物・お知らせ

「図書館まつり」を開催予定です！

　16日（日）『5つの名作集』（アニメ）　28分

　所沢図書館本館では、11月20日（日）に「図書館まつり」を開催予定です。

　また、各分館、松井小学校図書館でも、以下の日程での開催を予定しております。

　所沢分館　　　11月12日（土）・13日（日）　　　椿峰分館　11月26日（土）・27日（日）

　狭山ヶ丘分館　11月12日（土）・13日（日）　　　富岡分館　11月19日（土）・20日（日）

　吾妻分館　　　11月5日（土）・6日（日）　　　　 柳瀬分館　10月27日（木）～11月13日（日）

　新所沢分館　　11月12日（土）・13日（日）　　　松井小学校図書館　10月29日（土）・30日（日）

　※詳しいイベント内容については、HPや館内で掲示するポスター・チラシなどをご覧ください。

    10月1日（土）より所沢分館にて事前申し込み開始　※電話申込可 ☎2923-1243

富岡分館　「古文書入門」

　日時：11月5日（土）午前10時~12時（開場　午前9時45分）　場所：富岡まちづくりセンター3階研修室

　内容：江戸時代のくずし字を読むコツについて、分かりやすくお伝えします。

　講師：東京堂出版編集部　小代渉（おじろわたる）氏　　対象：大人の方（中学生以上可）　定員：先着20名

　申込：10月15日（土）午前9時30分より富岡分館カウンターまたはお電話にて受付

　お問い合わせ：富岡分館 ☎2943-3636

柳瀬分館　「図書館まつり」　本のリサイクルフェア（本・雑誌）

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)

本館　「図書館まつり」の当日ボランティアを募集します

10月の市民映画会

10月のこども映画会
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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

10月のこども向け定例行事

親子おはなし会

第2木曜日

13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1日曜日
工作教室

第2日曜日

第4土曜日

          工作「リングライダー」

           9日　  午前10時30分～

           22日　午前10時30分～

           5歳～　※当日先着5名

8日・22日　午前11時～

4歳～　※当日先着4名

2日　午前11時～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着3組

◎9月25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

  14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 ◎7日 受付開始 電話可

※同日午前10時～12時は赤ちゃんタイム

28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

5日・19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
1日・15日　午後2時～　3歳～

    1日・15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・5

土曜日

8日・15日・22日・29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

1日　午後2時～　4歳～

※事前申込制先着15名

　◎当日午前9時30分～受付開始 電話可

親子おはなし会

第3金曜日

 21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

◎14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

秋の植物を使って、たたき染めをしてみよう！

1日　午後3時～　小学生～

※事前申込制先着15名

◎9月24日 午前9時30分～受付開始 電話可

おはなし会

第1・3土曜日

おはなし会

第2日曜日

 9日　午前11時～ ◎2日 受付開始 電話可

ひとりできける子　※事前申込制先着8名

14日・28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

1日・8日・15日・22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

おはなし会

第1・2土曜日

第3日曜日

    ①1日・16日　午前11時～　4歳～

    ②8日　　　     午後2時～　小学生

　　       ※当日先着10名

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・5

土曜日

1日・8日・15日・22日・29日

3歳～　午前10時30分～

※29日は紙芝居　※事前申込制先着3組

親子おはなし会

第4金曜日

28日　午前10時～

0歳～未就園児と保護者

8日・22日　午前11時～

3歳～　※当日先着5組

21日　午前10時～　乳幼児と保護者

※当日先着10組
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★秋の読書週間★

はっぱあつめ

★秋の読書週間★

読書ビンゴ

★図書館まつり★

図書館クイズ

★としょかんまつり★

とちのみで

メモスタンドをつくろう

★松井小学校図書館まつり★

ぬいぐるみおはなし会

★松井小学校図書館まつり★

オータムフェア図書館クイズ

松井小学校図書館　29日（土）

4歳～小学生　午前11時～

※事前申込制（先着10名）

7日（金）～受付開始

★松井小学校図書館まつり★

おはなし会スペシャル

★松井小学校図書館まつり★

つまんでのばしてプニュプニュ

たのしいスライムをつくろう

松井小学校図書館　30日（日）

午前11時～　４歳（要保護者）～小学生

※事前申込制（先着10名）15日（土）～受付開始

★松井小学校図書館まつり★

ハロウィンリースをつくろう

松井小学校図書館　30日（日）

午後2時～　小学生以上

※事前申込制（先着10名）15日（土）～受付開始

松井小学校図書館　29日（土）

4歳～小学生　午後２時～

※事前申込制（先着10名）

15日（土）～受付開始

松井小学校図書館

29日（土）・30日（日）

午前9時30分～午後4時30分

4歳～小学生　※人数制限なし

◎5問のクイズにちょうせん！！

10月のこどもむけ特別行事

椿峰分館　22日（土）～11月27日（日）

椿峰分館児童コーナー　※申込不要

◎椿峰地域の中学生のみなさんに、思い出の本や気になる本の

POPを書いて頂きました。

本と一緒に展示していますので、ぜひご覧ください。

★秋の読書週間★

中学生のみなさんの「思い出の一冊」
★読書ビンゴ★

富岡分館　27日（木）～11月29日（火）

乳幼児と保護者、小学生～　※申込不要

◎色々な本をかりて読書ビンゴに挑戦！

ビンゴになったらガチャガチャができるよ！

★図書館男子のおはなし会★

所沢分館　27日（木）～11月9日（水）

子ども（18歳以下）　※申込不要

◎木の絵本など3冊読むと、

はっぱが1枚もらえるよ。もらったはっぱで

図書館の木をかざりつけよう。

狭山ヶ丘分館　29日（土）

午前10時30分～　3歳～

※当日先着6名

◎男性職員によるおはなし会です。

狭山ヶ丘分館

1日（土）～11月11日（金）

乳幼児と保護者、小学生～

◎すてきなプレゼントを用意しています。

吾妻分館

27日（木）～11月9日（水）

児童と保護者　※申込不要

◎本を読んでクイズに答えよう！

正解するとステキなプレゼントがあります。

クイズ用紙はカウンターで配布します。

★としょかんまつり★

クイズ図書館マスター2022

柳瀬分館

27日（木）～11月13日（日）

午前9時30分～午後5時　3歳～

※申込不要

柳瀬分館

27日（木）～11月13日（日）

午前9時30分～午後5時　3歳～

※申込不要
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2022.10

書　　　名 著　者　名 出　版　社

AI・ロボットと共存の倫理 西垣通／編 岩波書店 007.13/ｴ/

読書の裏側 松岡正剛／著 KADOKAWA B 019.9/ﾏ/

王のいる共和政 中澤達哉／編 岩波書店 230.54/ｵ/

兵士の革命 木村靖二／著 筑摩書房 B 234.072/ｷ/

エベレストの空 上田優紀／著 光文社 S 292.587/ｳ/

沖縄という窓 山城紀子／著 岩波書店 302.199/ｼ/

歴史と向き合う 朴裕河／著 毎日新聞出版 319.210/ﾊﾟ/

「ヤングケアラー」とは誰か 村上靖彦／著 朝日新聞出版 369/ﾑ/

砂糖の日本史 江後迪子／著 同成社 383.81/ｴ/

東京盆踊り天国 佐藤智彦／著 山と溪谷社 S 386.813/ｻ/

完本妖異博物館 柴田宵曲／著 KADOKAWA B 388.1/ｼ/

日本陸海軍の対戦車戦 佐山二郎／著 潮書房光人新社 B 391.3/ｻ/

目に見えない戦争
イヴォンヌ・ホフシュ

テッター／著
講談社 391.6/ﾎ/

地球を掘りすすむと何があるか 廣瀬敬／著 河出書房新社 S 450/ﾋ/

図説世界の吸血動物 浅川満彦／監修 グラフィック社 481.9/ｽﾞ/

医学をめぐる漢字の不思議 西嶋佑太郎／著 大修館書店 490.34/ﾆ/

偏食・少食・野菜いやいや 室田洋子／著 芽ばえ社 498.5/ﾑ/

なりわい再考 北沢正和／著 地湧社 502.1/ｷ/

SDGsとトイレ 日本トイレ協会／編 柏書房 518.51/ｴ/

廃炉とは何か 尾松亮／著 岩波書店 543.5/ｵ/

船の仕事海の仕事 伊藤玄二郎／編 全日本海員組合 557.04/ﾌ/

海のものがたり ヘレン・アポンシリ／作 化学同人 594.9/ｱ/

そのとき、日本は何人養える? 篠原信／著 家の光協会 611.3/ｼ/

ヤシの文化誌 フレッド・グレイ／著 原書房 653.8/ｸﾞ/

分　類
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あの日を刻むマイク 武井照子／著 集英社 B 699.39/ﾀ/

「美味しい」とは何か 源河亨／著 中央公論新社 S 701.1/ｹﾞ/

映画の正体 押井守／著 立東舎 778.04/ｵ/

本気で学ぶ中・上級フランス語 吉田泉／著 ベレ出版 855/ﾖ/

ここから始める文学研究 荒井裕樹／編著 みずき書林 910.26/ｺ/

ことばの力うたの心 吉本隆明／著 幻戯書房 911.162/ﾖ/

楡の花 山本楡美子／著 砂子屋書房 911.368/ﾔ/

王朝奇談集 須永朝彦／編訳 筑摩書房 B 913.37/ｵ/

心音 乾ルカ／著 光文社 B 913.6/ｲ/

祝祭の子 逸木裕／著 双葉社 913.6/ｲ/

月の三相 石沢麻依／著 講談社 913.6/ｲ/

偽悪病患者 大下宇陀児／著 東京創元社 B 913.6/ｵ/

猫弁と鉄の女 大山淳子／著 講談社 B 913.6/ｵ/

未来からの脱出 小林泰三／著 KADOKAWA B 913.6/ｺ/

遠い指先が触れて 島口大樹／著 講談社 913.6/ｼ/

神馬/湖 竹西寛子／著 中央公論新社 B 913.6/ﾀ/

昭和天皇の声 中路啓太／著 文藝春秋 B 913.6/ﾅ/

まぼろしの軍師 新田次郎／著 中央公論新社 B 913.6/ﾆ/

屋久島トワイライト 樋口明雄／著 山と溪谷社 913.6/ﾋ/

とりどりの肖像 佐々木健一／著 春秋社 914.6/ｻ/

私は幽霊を見ない 藤野可織／著 KADOKAWA B 914.6/ﾌ/

中国戦乱詩 鈴木虎雄／編 講談社 B 921/ﾁ/

フォレスト・ダーク ニコール・クラウス／著 白水社 933.7/ｸ/

あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット／著 東京創元社 B 933.7/ﾌﾟ/

イン・ザ・ドリームハウス
カルメン・マリア・マ

チャド／著
エトセトラブックス 936/ﾏ/

悪魔のいる文学史 澁澤龍彦／著 小学館 950.26/ｼ/

マクロプロスの処方箋 カレル・チャペック／作 岩波書店 B 989.52/ﾁ/
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