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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）は全館休館日です。 

※ 12 月 29 日（木）～2023 年 1 月 4 日（水）は全館休館となります。 

 

スマートフォンは   
こちらから ⇒ 

今年も所沢図書館を 

たくさん利用していただき 

ありがとうございました！ 

 みなさま よいお年を☆ 
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　年末年始の休館期間　　　　　12月29日（木）～2022年1月4日（水）

　休館に伴う貸出期間の変更　　下記の期間は貸出期間を３週間に変更いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　12月15日（木）～12月28日（水）

　　　　　　　　　　　　　　　※1月5日（木）から通常の貸出期間（2週間）に戻ります。

    12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

　　  監督：熊澤尚人　原作：椎名軽穂　出演：多部未華子　三浦春馬　ほか

★高橋玄洋スペシャル映画会★

　日時：12月10日（土）開演：午後2時から（開場:午後1時45分）

　場所：所沢分館1階多目的会議室

　内容：『妻の日の愛のかたみに』　1982年　89分

　脚本：高橋玄洋　出演：倍賞千恵子　滝田栄　ほか

　定員：先着20名（要事前申し込み）

　申込：12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

１２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)

12月の催し物・お知らせ

　11日（日）『クリスマスの鐘・マッチ売りの少女』（影絵劇）　30分

　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。

  12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

今後の図書館のイベント

　18日（日）『日本の昔ばなし　ねこひきのオルオラネ』（アニメ）　30分

　11日（日）『若い女』　2017年　（フランス）　97分

　　  監督：レオノール・セライユ　出演：レティシア・ドッシュ　グレゴワール・モンサンジョン　ほか

１２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)

　18日（日）『君に届け』 2010年　（日本）　128分

年末年始休館のお知らせ
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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

12月のこども向け定例行事

おはなし会

第2・4

土曜日

10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

手づくりプラネタリウムをつくろう！

3日　午後3時～　小学生～

申込み受付は終了しました

おはなし会

第1・3土曜日

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・3・4

土曜日

3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・3水曜日

親子おはなし会

第4金曜日

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

7日・21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
3日　午後2時～　3歳～

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1日曜日
工作教室

第2日曜日

第3日曜日

  ①11日　「とびだすクリスマスカード」

  ②18日 「フィンランドのXマスかざり“ヒンメリ”」

 　　          5歳～　午前10時30分～

         ※①当日先着5名　②当日先着10名

10日　午前11時～

4歳～　※当日先着5名

4日　午前11時～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着4組

◎11月27日受付開始　電話可

おはなし会

第2土曜日

おはなし会

第1・2土曜日

    ①3日　　　　  午前11時～　4歳～

    ②10日　　　   午後2時～　小学生

　　       　※当日先着10名

    3日・17日　午前10時30分～

3歳～　※当日申込制先着6名
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

おはなし会

第2土曜日

親子おはなし会

第3金曜日

10日　午前11時～

3歳～　※当日申込制先着15名

16日　午前10時～　乳幼児と保護者

おはなし会

第1・2・4

土曜日

親子おはなし会

第4金曜日

3日・10日・24日

3歳～（保護者同伴可）午前10時30分～

※24日は紙芝居　※事前申込制先着3組

23日　午前10時～

0歳～未就園児と保護者
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本館　17日（土）　午後2時30分～

4歳～　※事前申込制先着15名　9日（金）～受付開始、電話可

◎クリスマスの特別なおはなし会だよ！

★クリスマス工作会★

「牛乳パックのランプシェードをつくろう！」

12月のこどもむけ特別行事

本館　18日（日）

①午前10時30分～　②午後2時～

小学生～　※事前申込制各回先着10名　9日（金）～受付開始、電話可

◎牛乳パックをつかって、

自分だけのランプシェードをつくろう！

★とこぶん工作会★

パクパクサンタをつくろう

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

※事前申込制先着8名

11日（日）～受付開始、電話可(ご家族分のみ)

おはなし会室　午前11時20分～開場

◎紙コップでパクパク動くサンタさんをつくるよ

★おはなし会★

クリスマススペシャル

　　　　　　　所沢分館　24日（土）

　　　①午後3時～　3歳～　未就学児は保護者同伴

　　　②午後４時～　小学生以上

　　　　　　　※事前申込制各回先着10組

　　　　18日（日）～受付開始、電話可(ご家族分のみ)

　　　　◎クリスマスイブにみんなでお話を楽しもう

★冬のスペシャルおはなし会★

★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16名　11月18日（金）～受付開始、電話可

　　　　　　　　　　　　　◎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

★クリスマスおはなし会★

新所沢分館　11日（日）

午前11時～　ひとりできける子

※事前申込制先着10名

4日（日）～受付開始、電話可
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★冬のおはなし会スペシャル★

12月のこどもむけ特別行事

★クリスマス会★

狭山ヶ丘分館　10日（土）

午後2時～　乳幼児とその保護者、小学生～

※事前申込制先着16名　11月26日（土）～受付開始、電話可

◎すてきなプレゼントを用意しています！

椿峰分館　24日（土）

午前11時～　4歳～

※当日先着8名

◎みなさまの参加をお待ちしております♪

★かっぴークラブ「折紙恐竜でクリスマスツリーをかざろう！」★

吾妻分館　24日（土）

午前11時～　3歳～（保護者同伴可）

※当日申込制先着15名

◎サンタさんが来てくれるかも？

富岡分館　17日（土）

午後2時～　3歳～

※当日先着12名

◎クリスマスの楽しいおはなし、絵本の読み聞かせなど。

サンタさんに会えるかも♪

★クリスマスおはなし会★ ★クリスマススペシャルおはなし会★

柳瀬分館　17日（土）

①午前10時30分～午前11時30分　②午後2時～午後3時　小学生とその保護者

※事前申込制各回先着6組　3日（土）～受付開始、電話可

松井小学校図書館　25日（日）

午前11時～午前11時30分　4歳～

※当日先着10名

◎おはなし、絵本、人形劇をやります。プレゼントもあるよ！

★クリスマスおはなし会スペシャル★
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2022.12

書　　　名 著　者　名 出　版　社

いつもよりも具体的な本づくりの話を。 北尾修一／著 イースト・プレス 021.4/ｷ/

般若経 梶山雄一／著 講談社 B 183.2/ｶ/

私のことば体験 松居直／著 福音館書店 G 289.1/ﾏ/

産業の新世界 シャルル・フーリエ／著 作品社 309.2/ﾌ/

水族館のアシカはいくらで買える? 野崎敏彦／著 合同フォレスト 349/ﾉ/

食べ物の履歴書 吉田宗弘／著 関西大学出版部 383.81/ﾖ/

身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本 かきもち／著 翔泳社 402/ｶ/

世界の植物をめぐる80の物語 ジョナサン・ドローリ／著 柏書房 470.4/ﾄﾞ/

都市防災がわかる本 防災リスク管理研究会／編 彰国社 519.9/ﾄ/

弱い力でも使いやすい頼もしい文具たち 波子／著 小学館クリエイティブ 589.73/ﾅ/

もっと知りたいモネ 安井裕雄／著 東京美術 723.35/ﾔ/

いい写真を撮る100の方法 鹿野貴司／著 玄光社 743/ｼ/

ことばが世界をひらく 横瀬和治／著 学而図書 807/ﾖ/

ほめ英語入門 松田佳奈／著 アルク 837.8/ﾏ/

名前も呼べない 伊藤朱里／著 筑摩書房 B 913.6/ｲ/

ピカソになれない私たち 一色さゆり／著 幻冬舎 B 913.6/ｲ/

悪魔を殺した男 神永学／著 講談社 B 913.6/ｶ/

定価のない本 門井慶喜／著 東京創元社 B 913.6/ｶ/

金剛の塔 木下昌輝／著 徳間書店 B 913.6/ｷ/

よくがんばりました。 喜多川泰／著 サンマーク出版 913.6/ｷ/

貴族の階段 武田泰淳／著 中央公論新社 B 913.6/ﾀ/

春いちばん 玉岡かおる／著 家の光協会 913.6/ﾀ/

世間ってなんだ 鴻上尚史／著 講談社 S 914.6/ｺ/

お母ちゃんの鬼退治 小手鞠るい／作 偕成社 914.6/ｺ/

SF作家の地球旅行記 柞刈湯葉／著 産業編集センター 915.6/ｲ/

静寂の荒野 ダイアン・クック／著 早川書房 933.7/ｸ/

もっと遠くへ行こう。 イアン・リード／著 早川書房 B 933.7/ﾘ/

兎の島 エルビラ・ナバロ／著 国書刊行会 963/ﾅ/

分　類

-６- Ｂ→文庫 Ｓ→新書 G→児童図書研究本


