
   

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

1  
休館日 

2  
休館日 

3  
休館日 

4  
休館日 

5 6 7  

8 ９ 
祝日開館 

１０  
休館日 

１１  １２ １3 １４ 

１５ １６ 
休館日 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 

２２ ２３ 
休館日 

２４ ２５ 
図書整理日 

２６ ２７ ２８ 

２９ ３０ 
休館日 

３１     

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

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。 

※ 松井小学校図書館は祝休日は休館です。 

※ １月９日(月･祝)電気設備点検のため狭山ケ丘分館は臨時休館となります。 

※ １月９日(月･祝)「所沢市二十歳のつどい」開催に伴い、吾妻分館、新所沢分館、 

  柳瀬分館、富岡分館は午後１時からの開館となります。 

 

スマートフォンは   
こちらから ⇒ 

あけましておめでとう！ 

今年も所沢図書館を 

よろしくお願いします！ 

 

2023.1 



   日時：１月26日（木）　午後2時から4時

　場所：本館３階集会室

　講師：大舘　勝治　氏（さいたま民俗文化研究所　所長）

　定員：先着30名（要事前申し込み）

　申込：1月6日（金）午前9時30分より本館にて申し込み開始　※電話申込 ☎2995-6311・電子申請可

    1月5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：文晟豪　出演：望月歩　山田杏奈　ほか

★柳瀬分館　図書館寄席★

　日時：2月26日（日）　午後1時から2時

　場所：柳瀬分館まちづくりセンター　ホール

　出演：入船亭扇橋（いりふねていせんきょう）さん

　定員：先着80名（要事前申し込み）

　申込：1月29日（日）午前9時30分より柳瀬分館にて申し込み開始　※電話申込可 ☎2944-4023

１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)

1月の催し物・お知らせ

　15日（日）『名作童話大全集　にんぎょひめ　ほか全3話』（アニメ）　35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。

  1月5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

　22日（日）『なぜなぜ物語・象の鼻はなぜ長い』（アニメ）　27分

　15日（日）『海辺の殺人者』　　 1992年　（アメリカ）　101分

　　  監督：ポール・モネス　出演：ジェフ・ゴールドブラム　ロリー・コクラン　ほか

１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)

　22日（日）『五億円のじんせい』 2019年　（日本）　      112分

本館　郷土史講座 「所沢の日々の暮らしと年中行事―お正月とは何だろう―」

（電子申請はこちらから）
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本　館 ☎２９９５-６３１１

所沢分館 ☎２９２３-１２４３ 新所沢分館 ☎２９２９-１９０５

狭山ケ丘分館 ☎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

1月のこども向け定例行事

おはなし会

第2・3・4

土曜日

14日・21日・28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

7日　午後2時～　4歳～

※事前申込制先着15名

　◎5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

 20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

◎13日 午前9時30分～受付開始 電話可

かがくあそび

第3日曜日

フランクリンの静電気モーターを作ろう！

15日　午後2時～　小学生～

※事前申込制先着16名

◎6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

第3土曜日

 8日　午前11時～　◎5日 受付開始 電話可

21日　午後3時～　◎14日 受付開始 電話可

※事前申込制各回先着8名

13日・27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

7日・14日・21日・28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・3水曜日

親子おはなし会

第4金曜日

親子おはなし会

第2金曜日

  13日　午前10時30分～　乳幼児と保護者

※事前申込制先着6組 ◎6日 受付開始 電話可

※同日午前10時～12時は赤ちゃんタイム

親子おはなし会

第2木曜日

12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3日曜日

第4土曜日

          　　工作「うぐいす笛」

           15日　午前10時30分～

           28日　午前10時30分～

           5歳～　※当日各回先着5名

28日　午前11時～

4歳～　※当日先着5名

18日　午前11時～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着4組

◎11日受付開始　電話可

おはなし会

第4土曜日

おはなし会

第2土曜日

第4日曜日

  　　  ①14日　午後2時～　小学生

    　　②22日　午前11時～　4歳～

　　       ※当日各回先着10名

27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

11日・18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
7日・21日　午後2時～　3歳～

    7日・21日　午前10時30分～

3歳～　※当日申込制先着6名

おはなし会

第１・2・3・4

土曜日

7日・14日・21日・28日

3歳～（保護者同伴可）　午前10時30分～

※28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

27日　午前10時～

0歳～未就園児と保護者

親子おはなし会

第3金曜日

20日　午前10時～

乳幼児と保護者

おはなし会

第2・4土曜日

14日・28日　午前11時～

3歳～　※当日申込制先着15名
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★本の福袋★

吾妻分館　5日（木）～24日（火）

赤ちゃん向け、3～6歳向け、7～10歳向け、ティーン向け

◎題名が見えないように包んだ本を3冊セットで貸出します。

どんな本が入っているかは開けてからのお楽しみ

★かっぴークラブ　「新春かるた会」★

柳瀬分館　21日（土）

午後2時～　小学生以上

※事前申込制先着10名

7日（土）午前9時30分～受付開始、電話可

1月のこどもむけ特別行事

★冬休みスペシャルおはなし会★

松井小学校図書館　7日（土）

午前11時～　4歳以上の子どもたち

おはなし　絵本の読み聞かせ　ミニこうさく　カルタあそび

※当日先着10組

椿峰分館　14日（土）

午前10時30分～　4歳～

※事前申込制先着10名　申込受付中、電話可

◎みなさまの参加をお待ちしております♪

★本の福袋★

富岡分館　5日（木）～なくなり次第終了

どなたでも参加できます（申込不要）

◎中身が見えない袋に、おすすめの本を入れてご用意します。

何の本か、借りてからのお楽しみ♪

本館　29日（日）

午後2時30分～　4歳～

※事前申込制先着15名

20日（金）午前9時30分～受付開始、電話可

◎プレゼントもあるよ♪

★節分おはなし会★
★むかしあそびの会★

おはじきであそんでみよう

所沢分館　29日（日）

午後2時～　3歳～（未就学児は保護者同伴）

※事前申込制先着10名

8日（日）午前9時30分～受付開始、電話可

◎おはじきでどんな遊びができるかな？本や遊びを紹介します。

★新春おたのしみ会★

所沢図書館では、新年も楽しいイベントを開催予定です！

今の季節にぴったりの本をよむ特別なおはなし会や、図書館職員おすすめの本が借り

られる本の福袋などを行います。

図書館には、マスクをしっかりつけて来てくださいね。

あけましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします♪
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2023.1

書   名 著 者 名 出 版 社

「専門家」とは誰か 村上陽一郎／編 晶文社 002/ｾ/

闘う図書館 豊田恭子／著 筑摩書房 010.253/ﾄ/

絵本はホスピタリティの宝箱 元気が湧く／編 かもがわ出版 019.53/ｴ/

知識とは何だろうか ダンカン・プリチャード／著 勁草書房 115/ﾌﾟ/

中世の美学 ウンベルト・エーコ／著 慶應義塾大学出版会 132.2/ｴ/

世界の宗教大図鑑 ジョン・ボウカー／著 河出書房新社 160/ﾎﾞ/

まるわかり世界史 津野田興一／著 文藝春秋 S 209/ﾂ/

はじめて学ぶ西洋古代史 ⾧谷川岳男／編著 ミネルヴァ書房 231/ﾊ/

何人にも悪意を抱かず スティーブン・B.オーツ／著 新評論 289.3/ﾘ/

戦争と平和の国際政治 小原雅博／著 筑摩書房 S 319/ｺ/

命令の不条理 菊澤研宗／著 中央公論新社 B 336.3/ｷ/

世界の絶滅危惧食 ダン・サラディーノ／著 河出書房新社 383.8/ｻ/

クジラの海をゆく探究者たち 上・下 リチャード・J.キング／著 慶應義塾大学出版会 468.8/ｷ/1

魚は数をかぞえられるか? ブライアン・バターワー
ス／著

講談社 481.78/ﾊﾞ/

江戸のお医者さん 笠原浩／著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

490.21/ｶ/

国産航空機の歴史 笠井雅直／著 吉川弘文館 538.09/ｶ/

ビデオのメディア論 永田大輔／著 青弓社 547.883/ﾋﾞ/

脳研究者育つ娘の脳に驚く 池谷裕二／著 扶桑社 B 599/ｲ/

世界を変えた10のトマト ウィリアム・アレキサン
ダー／著

青土社 626.27/ｱ/

図書館司書32人が選んだ犬の本棚 高野一枝／編著 郵研社 645.6/ﾀ/

いい絵だな 伊野孝行／著 集英社インターナショナル 720.4/ｲ/

琳派原寸美術館 小学館 H 721.5/ﾘ/

日本のピアニスト 本間ひろむ／著 光文社 S 762.1/ﾎ/

日本の「第九」 矢羽々崇／著 白水社 764.31/ﾔ/

分 類
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書   名 著 者 名 出 版 社

サッカーはなぜ11人対11人で戦うのか? ルチアーノ・ウェル
ニッケ／著

扶桑社 783.47/ｳ/

英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話 安藤聡／著 平凡社 830.4/ｱ/

好感を持たれる英語表現 平松里英／著
クロスメディア・ラン
ゲージ

837.8/ﾋ/

万葉考古学 上野誠／編 KADOKAWA 911.12/ﾏ/

芭蕉のあそび 深沢眞二／著 岩波書店 S 911.32/ﾏ/

詩人はすべて宿命である 萩原朔太郎／著 国書刊行会 911.5/ﾊ/

そんなとき隣に詩がいます 谷川俊太郎／著 大和書房 B 911.52/ﾀ/

絶対猫から動かない 上・下 新井素子／著 KADOKAWA B 913.6/ｱ/1

この世の喜びよ 井戸川射子／著 講談社 913.6/ｲ/

ゾンビ3.0 石川智健／著 講談社 913.6/ｲ/

家康と信康 岳真也／著 河出書房新社 913.6/ｶﾞ/

きみが忘れた世界のおわり 実石沙枝子／著 講談社 913.6/ｼﾞ/

歳時記夢幻舞台24の旅 高樹のぶ子／著 潮出版社 913.6/ﾀ/

馬の首風雲録 筒井康隆／著 徳間書店 B 913.6/ﾂ/

もう一つの白虎隊 寺沢秀明／著 論創社 913.6/ﾃ/

安吾疾風伝 七北数人／著 春陽堂書店 913.6/ﾅ/

南洋のエレアル 中路啓太／著 中央公論新社 913.6/ﾅ/

本の幽霊 西崎憲／著 ナナロク社 913.6/ﾆ/

魔法使いと最後の事件 東川篤哉／著 文藝春秋 B 913.6/ﾋ/

オーバースペック 未須本有生／著 イカロス出版 913.6/ﾐ/

砂漠と異人たち 宇野常寛／著 朝日新聞出版 914.6/ｳ/

風の便り 山田風太郎／著 講談社 915.6/ﾔ/

普通のノウル イヒヨン／著 評論社 929.13/ｲ/

ブラック・ブリティッシュ・カルチャー 臼井雅美／著 明石書店 930.27/ｳ/

シャーロック・ホームズ・バイブル 日暮雅通／著 早川書房 930.28/ﾄﾞ/

サー・ガウェインと緑の騎士 J.R.R.トールキン／[訳]著 原書房 931.4/ｻ/

どんなふう サミュエル・ベケット／著 河出書房新社 953.7/ﾍﾞ/

分 類

-6- Ｂ→文庫 Ｓ→新書


