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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。 

※ ２３日（水・祝）狭山ヶ丘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 ⇒ 

2022.11 

11月は各館で 

図書館まつりを開催するよ！ 

イベントをチェック 

してみてね♪ 

 



11月以降の催し物・お知らせ

　13日（日）『おばけのラーバン１』（アニメ）　44分

    11月1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

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)

吾妻分館　文学講座「芥川龍之介『羅生門』を読む」

　日時：12月3日（土）午前10時~12時　場所：吾妻まちづくりセンター2階　学習室2・3号室

　講師：埼玉県立所沢西高等学校教諭　佐藤功（さとういさお）氏　　対象：一般

　定員：先着20名（要事前申し込み）

　申込：11月12日（土）午前9時30分より吾妻分館カウンターまたはお電話にて受付

　お問い合わせ：吾妻分館 ☎2924-0249

　新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、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。

11月1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

　20日（日）『日本の昔ばなし　わらしべ長者・天の羽衣・厠の神様』（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)

　13日（日）『悲しみのミルク』　2008年　（ペルー）　98分

　　  監督：クラウディア・リョサ　出演：マガリ・ソリエル　スシ・サンチェス　ほか

　20日（日）『ＭＡＺＥ』　         2007年　（日本）　118分

　　  監督：岡田主　出演：蟹江敬三　大沼健太郎　ほか

柳瀬分館　人形劇

　日時：12月8日（木）午前11時~11時50分　場所：柳瀬まちづくりセンター　ホール

　内容：人形劇（「赤ずきん」ほか）

　出演：山口子ども文庫　　対象：3歳以上　　定員：先着80名（要事前申し込み）

　申込：11月23日（水）午前9時30分より柳瀬分館カウンターまたはお電話にて受付

　お問い合わせ：柳瀬分館 ☎2944-4023

「図書館まつり」を開催します！

　所沢図書館各館では下記のとおり「図書館まつり」を開催します。色々なイベントを企画しているので、ふるって

ご参加ください！　※イベント内容は、チラシや所沢図書館ホームページでご確認ください。

　本　　館　11月20日（日）　　　　　　　 　　　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）

11月の市民映画会

11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

    ①5日・20日　午前11時～　4歳～

    ②12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2・3・4

土曜日

12日・19日・26日

3歳～　午前10時30分～

※26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

25日　午前10時～

0歳～未就園児と保護者

12日・26日　午前11時～

3歳～　※当日申込制先着5組

18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2・4金曜日

おはなし会

第1・3・4

土曜日

5日・19日・26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

2日・16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土曜日
5日　午後2時～　3歳～

    5日・19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

12日・19日・26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

5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

 18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

◎11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

結晶のオブジェをつくろう！

5日　午後3時～　小学生～

※事前申込制先着15名

◎10月28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3土曜日

 19日　午後3時～ ◎12日 受付開始 電話可

3歳～　※事前申込制先着8名

11日・25日　午前10時30分～

0～2歳の子と保護者　※当日先着3組

11月のこども向け定例行事

親子おはなし会

第2木曜日

10日　※当日先着5組

午前11時～　　　 0～1歳の子と保護者

午前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「走れ　ワッカー」

           13日　午前10時30分～

           26日　午前10時30分～

           5歳～　※当日先着5名

12日・26日　午前11時～

4歳～　※当日先着5名

16日　午前11時～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着4組

◎9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

  11日　午前10時30分～　乳幼児と保護者

※事前申込制先着6組 ◎4日 受付開始 電話可

※同日午前10時～12時は赤ちゃんタイム

25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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新所沢分館　10月27日（木）～11月29日（火）

お子様ならどなたでも参加できます

新所沢分館　児童コーナー

◎みんなのおすすめの本をはっぱに書いてポストに入れてね。

みんなでステキな本(BOOK)の木(TREE)を作ろう☆

11月以降のこどもむけ特別行事

★秋の読書週間★

読書ビンゴ

富岡分館

10月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ます！

★秋の読書週間★

スタンプラリー

柳瀬分館　11月1日（火）～13（日）

3歳～　※申込不要

◎終日開催しています。

椿峰分館　10月22日（土）～11月27日（日）

椿峰分館児童コーナー

◎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。

★子ども折り紙教室★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本館　12月4日（日）

　　　　　　　　　　　　①午前10時30分～11時30分　4歳～（ひとりで折り紙ができる子）

　　　　　　　　　　　　　　  ②午後2時～3時　　　　　　　小学生～

　　　　　　　　　　　　　　　　※事前申込制各回先着16名　11月18日（金）～受付開始

　　　　　　　　　　　　　◎サンタクロースなど、クリスマスにぴったりな折り紙をみんなで作るよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　①では簡単なもの、②では少し難しい折り方に挑戦しよう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：日本折紙協会　齋藤久美子氏

★秋の読書週間★

中学生のみなさんの「思い出の一冊」

★秋の読書週間★

読書ビンゴ

狭山ケ丘分館　10月1日（土）～11月11日（金）

乳幼児と保護者、小学生～　※申込不要

◎ビンゴやクイズに挑戦するとガチャガチャができます！

★秋の読書週間★

BOOKTREE

10月27日（木）～11月9日（水）は読書週間です。

この機会にぜひ図書館に本を借りに来てください！

また、今月は図書館まつりを開催します！

イベントの詳細は、図書館まつりのチラシをみてくださいね♪
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2022.11

書　　　名 著　者　名 出　版　社

懐かしの児童書コレクション 前田尋之／監修 ジーウォーク(発売) G 019.5/ﾅ/

定本本屋図鑑 本屋図鑑編集部／編 夏葉社 024.1/ﾃ/

古代哲学入門 クリストファー・シールズ／著 勁草書房 131/ｼ/

道元の心の哲学 有福孝岳／著 晃洋書房 188.84/ｱ/

東方キリスト教の世界 森安達也／著 筑摩書房 B 198.19/ﾓ/

三輪山の神と古代ヤマト 木村博昭／著 批評社 210.3/ｷ/

絵図の史学 杉本史子／著 名古屋大学出版会 210.5/ｽ/

日本軍が銃をおいた日 ルイ・アレン／著 早川書房 210.75/ｱ/

アジアの一期一会 小牟田哲彦／著 三和書籍 292.09/ｺ/

数奇な航海 川井龍介／著 旬報社 319.8/ｶ/

皇室財産 奥野修司／著 文藝春秋 S 323.159/ｵ/

先住民族アイヌを学ぶ 藤戸ひろ子／共著 日本機関紙出版センター 382.11/ｾ/

江戸川柳で読み解く塩・味噌・醬油 清博美／著 三樹書房 383.81/ｾ/

科学と詩の架橋 大嶋仁／著 石風社 404/ｵ/

物理数学ノート 高橋康／著 講談社 421.5/ﾀ/

日本の気候変動5000万年史 佐野貴司／著 講談社 S 451.85/ﾆ/

野生パンダ科学的探究 魏輔文／著 科学出版社東京 489.57/ｳ/

がん予防の教科書 浅香正博／著 潮出版社 491.658/ｱ/

日本銃砲の歴史と技術 宇田川武久／編 雄山閣 559.1/ﾆ/

描くように刺繡する 西須久子／刺繡 誠文堂新光社 594.2/ﾆ/

けなげな野菜図鑑 稲垣栄洋／監修 エクスナレッジ 626/ｹ/

フィンランド虚像の森 アンッシ・ヨキランタ／著 新泉社 652.389/ﾌ/

日本の消費者はどう変わったか 松下東子／著 東洋経済新報社 675/ﾏ/

戦争と文化 大久保恭子／編 三元社 702.35/ｵ/

分　類

-5-
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書　　　名 著　者　名 出　版　社

ピカソ作品集 ピカソ／画 東京美術 H 723.36/ﾋﾟ/

明治文学の彩り 日本近代文学館／編 春陽堂書店 726.501/ﾒ/

創作折り紙発想と技法 川畑文昭／著 誠文堂新光社 754.9/ｶ/

バドミントンの歴史 鵤木千加子／著 大修館書店 783.59/ｲ/

はじめてのハングル入門帖 YUKIKAWA／著 KADOKAWA 829.11/ﾕ/

つながるベトナム語会話 田原洋樹／著 白水社 829.377/ﾀ/

冬の夕焼け 高田昭子／著 思潮社 911.56/ﾀ/

17歳のポケット 山田かまち／著 集英社 B 911.56/ﾔ/

真実はワインの香りの中に 阿部容子／著
幻冬舎メディアコンサ

ルティング
913.6/ｱ/

だめ母さん 澤見彰／著 祥伝社 B 913.6/ｻ/

ロスト・ドッグ 酒本歩／著 光文社 913.6/ｻ/

虹の音色が聞こえたら 関口尚／著 集英社 B 913.6/ｾ/

人魚の嘆き・魔術師 谷崎潤一郎／著 中央公論新社 B 913.6/ﾀ/

思い出列車が駆けぬけてゆく 辻真先／著 東京創元社 B 913.6/ﾂ/

誘拐作戦 都筑道夫／著 徳間書店 B 913.6/ﾂ/

アジサイねこ 冨永香苗／著 竹林館 913.6/ﾄ/

記憶の盆をどり 町田康／著 講談社 B 913.6/ﾏ/

坊っちゃんの身代金 本江ユキ／著 宝島社 B 913.6/ﾓ/

ペンギンは空を見上げる 八重野統摩／著 東京創元社 B 913.6/ﾔ/

絵本のことば詩のことば 内田麟太郎／著 皓星社 914.6/ｳ/

伽羅を焚く 竹西寛子／著 青土社 914.6/ﾀ/

団塊哀愁列車 鍋島幹夫／著 書肆侃侃房 914.6/ﾅ/

親父の納棺 柳瀬博一／著 幻冬舎 916/ﾔ/

孤独の教え ヘンリー・D.ソロー／著 興陽館 934.6/ｿ/

プルースト読書の喜び 保苅瑞穂／著 筑摩書房 B 950.28/ﾌﾟ/

翼っていうのは噓だけど フランチェスカ・セラ／著 早川書房 953.7/ｾ/

若く逝きしもの
フランス・エーミル・

シッランパー／著
みずいろブックス 993.613/ｼ/

分　類
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