
※ 月曜日は全館休館日です。 

※ 松井小学校図書館は祝休日と 22 日（水）の図書整理日は休館となります。 

※ 11 日(土･祝)定期清掃のため狭山ケ丘分館は臨時休館となります。 
 

本 館 2/14（火）～17（金）  図書整理期間のため休館します。 

各分館 2/21（火）～24（金） ※松井小学校図書館は 22日（水）のみ休館 

   

 

 

  

   

＊＊＊ 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  

 

日 月 火 水 木 金 土 

   １  2 3 4 
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6  

休館日 
７  ８  ９ １０ 

１１ 
祝日開館 

１２ 
１３  
休館日 

１４ １５ １６ １７ １８ 

１９ 
２０  
休館日 

２１ ２２ 
２３ 

祝日開館 
２４ ２５ 

２６ 
２７ 
休館日 

２８     

 

 

所沢市立所沢図書館 

スマートフォンは   
こちらから ⇒ 

図書整理期間は 

各館5日間休館するよ 

開館日をよくチェックして 

来館してね！ 
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　所沢図書館のサービス向上のため、利用者アンケートを実施いたします。

本館　参考図書室の新聞縮刷版などのご利用について

　図書館では、新聞等の情報を長期間にわたり提供していくために、毎年製本作業を実施しています。

　このため下記の期間、2022年分の新聞縮刷版は、ご利用できません。

　なお、新聞原紙及びデータベース(読売新聞・朝日新聞・日本経済新聞）の閲覧は可能です。

　　▶日時　2月1日（水）～3月31日（金）　（予定）

　　▶問い合わせ：本館　参考図書室  ☎2995-6311

  2月1日（水）より所沢分館にて事前申し込み開始　※電話申込可  ☎2923-1243

　19日（日）『すずの兵隊』（アニメ）　26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)

▶アンケート実施期間　（本　館） 2月   4日（土）～2月12日（日）

　　　　　　　　　　　（各分館） 2月11日（土）～2月19日（日）

▶アンケート配布場所　　各館カウンターにてご確認ください

2月の催し物・お知らせ

　12日（日）『ファーブル昆虫記　モンシロチョウとカメムシ』（アニメ）　40分

　12日（日）『アフリカの女王』 1951年　（イギリス）　100分

　　  監督：ジョン・ヒューストン　出演：キャサリン・ヘプバーン　ハンフリー・ボガート　ほか

　19日（日）『女たちの都～ワッゲンオッゲン～』 2013年　（日本）　103分

    2月1日（水）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：禱映　出演：大竹しのぶ　松田美由紀　ほか

柳瀬分館　文学講座「作家樋口一葉の女としての生き方」

　日時：3月11日（土）　午後2時から3時

　場所：柳瀬分館まちづくりセンター　ホール

　出演：牧野慶子（まきのけいこ）さん（秋草学園高校元講師）

　定員：30名（事前申込制・先着順）　対象：一般

　申込：2月11日（土）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

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・各分館の利用者アンケートにご協力ください

   本館のアンケートについては、スマートフォンやパソコンから回答できます。

　スマートフォンは右上のQRコード、パソコンは所沢図書館ホームページのお知らせからアクセスしてください。

本館のアンケートはは

インターネットで回答できます⇧
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2月のこども映画会

2月の市民映画会



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

親子おはなし会

第2金曜日

親子おはなし会

第3金曜日

17日　午前10時～

乳幼児と保護者

吾妻まちづくりセンター1階　和室

11日・25日　午前11時～

3歳～　※当日申込制先着15名

吾妻まちづくりセンター1階　和室

おはなし会

第2・4土曜日

おはなし会

第１・2・3・4

土曜日

4日・11日・18日・25日

3歳～（保護者同伴可）　午前10時30分～

※25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

24日　午前10時～

0歳～未就園児と保護者

柳瀬まちづくりセンター

※図書館は蔵書点検のため休館していますが

おはなし会は開催します。

17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

8日・15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

富岡まちづくりセンター２階　会議室Ⅱ

おはなし会

第1・3土曜日

4日・18日　午後2時～　3歳～

富岡まちづくりセンター２階　会議室Ⅱ

4日・18日・25日

午前10時30分～　3歳～

※当日先着6名

10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木曜日

9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「ジャンピングけん玉」

           12日　午前10時30分～

           25日　午前10時30分～

           5歳～　※当日先着5名

11日・25日　午前11時～

4歳～　※当日先着5名

5日　午前11時～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着4組

◎1月29日 受付開始 電話可

おはなし会

第2・4土曜日

おはなし会

第1土曜日

第3日曜日

  　　  4日・19日　午前11時～　4歳～

　　       ※当日先着10名

おはなし会

第1・3土曜日

おはなし会

第2日曜日

 12日　午前11時～　ひとりできける子向け

◎5日 受付開始 電話可

※事前申込制先着8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3金曜日

親子おはなし会

第2金曜日

  10日　午前10時30分～　乳幼児と保護者

※事前申込制先着6組 ◎3日 受付開始 電話可

※同日午前10時～12時は赤ちゃんタイム

    4日・18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・3・4

土曜日

2月のこども向け定例行事

おはなし会

第2・3・4

土曜日

11日・18日・25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

4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

磁石とスライムで遊ぼう！

19日　午後2時～　小学生～

※事前申込制先着16名

◎10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

かがくあそび

第3日曜日
親子おはなし会

第4金曜日

 24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

◎18日 午前9時30分～受付開始 電話可
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2月のこども向け特別行事

★ひなまつりおはなし会★

本館　26日（日）

午後2時30分～　4歳～

※事前申込制先着15名　19日（日）～受付開始、電話可

◎ひなまつりのおはなしをします！プレゼントもあるよ♪

★とこぶん工作会★

とばしてみよう しんぶんしフリスビー

所沢分館　18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　12日（日）～受付開始、電話可(ご家族分のみ)

おはなし会室11時20分開場

◎新聞紙でクルクルまわるフリスビーをつくります

★富岡のびのびくらぶ　親子おはなし会★

富岡分館　8日（水）

午前10時～　０歳～未就園児と保護者の方　※申込不要

富岡まちづくりセンター１階　和室

◎ゆったりのんびりと絵本やわらべうた、紙芝居を親子で一緒に楽しみます。

所沢図書館では、2月も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、楽しい工作会などを

行います。

図書館ごとにやっているイベントが違うので、よく確認してからご来館く

ださい。

-4-



2023.2

書　　　名 著　者　名 出　版　社

装幀百花 菊地信義／作 講談社 B 022.57/ｷ/

ロボット学者が語る「いのち」と「こころ」 石黒浩／著 緑書房 114.2/ｲ/

新しく学ぶ西洋哲学史 荻野弘之／著 ミネルヴァ書房 130.2/ｱ/

人間のはじまりを生きてみる チャールズ・フォスター／著 河出書房新社 209.2/ﾌ/

古代エジプトの日常生活 ドナルド・P.ライアン／著 原書房 242.03/ﾗ/

日本の家紋とデザイン 濱田信義／編著 パイインターナショナル 288.6/ﾊ/

日本周遊奇談 井上圓了／著 国書刊行会 291.09/ｲ/

大インダス世界への旅 船尾修／写真・文 彩流社 292.5/ﾌ/

はてなの国際法 岩本誠吾／著 晃洋書房 329/ｲ/

わたしたちの暮らしは世界とつながっている 谷本寛治／著 千倉書房 333.8/ﾀ/

貨幣の国家理論
ゲオルク・フリードリ

ヒ・クナップ／著

日経BP日本経済新聞

出版
337.1/ｸ/

知識ゼロでも楽しく読める!人間関係の心理学 齊藤勇／監修 西東社 361.4/ﾁ/

女性の歴史を変えたモノ事典 マギー・アンドリューズ／著 柊風舎 367.2/ｱ/

お守りを読む 鳥居本幸代／著 春秋社 387/ﾄ/

見て楽しむ数のふしぎショートストーリー200 ジュリア・コリンズ／著 丸善出版 410.4/ｺ/

「美食地質学」入門 巽好幸／著 光文社 S 450.4/ﾀ/

物語遺伝学の歴史 平野博之／著 中央公論新社 S 467.02/ﾋ/

タコのはなし 池田譲／著 成山堂書店 484.7/ｲ/

良い死/唯の生 立岩真也／著 筑摩書房 B 490.15/ﾀ/

ゲノムの子 石原理／著 集英社 S 495.48/ｲ/

1.5℃の気候危機 松下和夫／著
文化科学高等研究院出

版局
S 519.1/ﾏ/

WINGS OF DEFENSE 赤塚聡／撮影 大日本絵画 H 538.7/ｱ/

ザ・メタバース マシュー・ボール／著 飛鳥新社 547.483/ﾎﾞ/

知られざる世界の海難事件 大内建二／著 潮書房光人新社 B 557.84/ｵ/

分　類
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書　　　名 著　者　名 出　版　社

クジラ捕りが津波に遭ったとき 森田勝昭／著 名古屋大学出版会 664.9/ﾓ/

時を超える美術 新見隆／著 光文社 S 702.07/ﾆ/

筆ペンでかわいいイラストが描ける本 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 726.507/ﾌ/

英国音楽大全 三浦淳史／著 音楽之友社 762.33/ﾐ/

話が進む仕切り方 沢渡あまね／著 技術評論社 809.6/ｻ/

教養としての上級語彙 宮崎哲弥／著 新潮社 814/ﾐ/

感情を引き出す小説の技巧 ドナルド・マース／著 フィルムアート社 901.307/ﾏ/

作家たちの手紙 マイケル・バード／著 マール社 902.8/ﾊﾞ/

古典モノ語り 山本淳子／著 笠間書院 910.23/ﾔ/

夜想交叉路 青山繁晴／著 扶桑社 913.6/ｱ/

もっこすの城 伊東潤／著 KADOKAWA B 913.6/ｲ/

夢も見ずに眠った。 絲山秋子／著 河出書房新社 B 913.6/ｲ/

みちびきの変奏曲 内山純／著 集英社 B 913.6/ｳ/

草を褥に 大原富枝／著 河出書房新社 B 913.6/ｵ/

闇に堕ちる君をすくう僕の噓 斎藤千輪／著 双葉社 B 913.6/ｻ/

ちとせ 高野知宙／著 祥伝社 913.6/ﾀ/

銀花の蔵 遠田潤子／著 新潮社 B 913.6/ﾄ/

虹の涯 戸田義長／著 東京創元社 913.6/ﾄ/

シグナル 山田宗樹／著 KADOKAWA B 913.6/ﾔ/

文豪たちが書いた酒の名作短編集 彩図社文芸部／編 彩図社 B 913.68/ﾌﾞ/

新編尻尾のある星座 村田喜代子／著 中央公論新社 B 914.6/ﾑ/

本が語ってくれること 吉田健一／著 平凡社 914.6/ﾖ/

天気図からよみとく奥の細道 村山貢司／著 星海社 S 915.5/ﾏ/

ゼペット レベッカ・ブラウン／著 twililight 933.7/ﾌﾞ/

世界のはての少年
ジェラルディン・マ

コックラン／著
東京創元社 B 933.7/ﾏ/

二一世紀のパトリック・モディアノ 土田知則／著 小鳥遊書房 950.28/ﾓ/

ガルシア・マルケス論
マリオ・バルガス・

ジョサ／著
水声社 960.28/ｶﾞ/

分　類
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