
   

 

 

 

＊＊＊ 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 
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２１ 
祝日開館 

２２ ２３ ２４ ２５ 
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２７ 
休館日 

２８ ２９ 
図書整理日 

３０ ３１  

所沢市立所沢図書館 

スマートフォンは   
こちらから ⇒ 

少しずつ 

暖かくなってきたね 

お散歩のときは 

図書館に立ち寄ろう！ 

 

2023.3 

 

※ 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。 

 



  3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）『怪力ポール・バニヤン』（アニメ）　25分

　図書館に雑誌の寄贈（雑誌購入費の負担）をしていただき、その雑誌の

最新号カバーにスポンサーの名称やメッセージ等を表示します。

　地域・社会貢献活動の一環として、ぜひご協力ください。

　　　▶対　　象　　市内の企業・団体・商店など（個人は除く）

　　　▶対象雑誌　　所沢図書館購入雑誌

　　　▶寄贈期間　　令和５年４月１日（土）から1年間

　　　▶問い合わせ　本館　☎2995-6311

３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)

３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)

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

3月の催し物・お知らせ

　12日（日）『日本の昔ばなし　ヤマタノオロチ　ほか全3話』（アニメ）　24分

　12日（日）『エド・ウッド』 1994年　（アメリカ）　127分

　　  監督：ティム・バートン　出演：ジョニー・デップ　マーティン・ランド―　ほか

　19日（日）『冬構え』 1985年　（日本）　100分

    3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

　　  演出：深町幸男　出演：笠智衆　岸本加世子　ほか

柳瀬分館　大人の工作教室

　日時：3月15日（水）　午後2時から3時

　場所：柳瀬まちづくりセンター　学習室2号

　内容：豆本の製作

　定員：10名（事前申込制・先着順）　対象：一般

　申込：3月1日（水）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

雑誌スポンサーを募集いたします
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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

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

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

おはなし会

第1・2・3・4

土曜日

4日・11日・18日・25日

午前10時30分～　3歳～

※当日先着6名

親子おはなし会

第2・4金曜日

10日・24日　午前10時30分～

0～2歳の子と保護者　※当日先着3組

おはなし会

第１・2・4

土曜日

22日　午前10時～

0～3歳の子と保護者

4日・11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～の未就園児と保護者

柳瀬まちづくりセンター

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

おはなし会

第2・4土曜日

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

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3水曜日 工作教室

第2日曜日

工作「パックンがいこつ」

12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～

15日　午前11時～

乳幼児とその保護者

※事前申込制先着4組

◎8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・2土曜日

第3日曜日

  　　 ①4日・19日　午前11時～　4歳～

　　　②11日　         午後2時～　小学生

　　           ※当日各回先着10名

親子おはなし会

第3金曜日

 17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

◎10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

地球と月の関係を知ろう！

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

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

12日　午前11時～　◎5日　受付開始　電話可

18日　午後3時～　 ◎11日　受付開始　電話可

　　　　　　　　　ひとりできける子向け

　　　　　　※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4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

24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

    4日・18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4水曜日

3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

かみしばいの会

第1土曜日

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
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★ぬいぐるみおとまり会★

吾妻分館

おあずかり：11日（土）　午前10時30分～　　おむかえ：12日（日）　午前10時30分～

中学生以下　※当日先着10名

◎あなたのぬいぐるみを図書館におとまりさせてみませんか？

おむかえの時にぬいぐるみが読んでいた本の貸出と『おとまり証明書』をさしあげます。

所沢分館　23日（木）・25日（土）・28日（火）

午後3時30分～　5歳～小学2年生　おはなし会室

※事前申込制各回先着8名

11日（土）午前9時半～受付開始、電話可（ご家族分のみ)

◎絵本よりも少し長い「ものがたり」を

みんなで楽しみましょう。

1日だけの参加でもOKです(連続のイベントではありません)。

3月のこども向け特別行事

★はるのおたのしみ会★

「そめそめあそび」

柳瀬分館　18日（土）

午前10時30分～　3歳～

柳瀬分館　おはなしのへや

※事前申込制先着10組　4日（土）午前9時半～受付開始、電話可

★春休み工作教室★

起きあがりこぼしをつくろう！

本館　26日（日）

①午前10時30分～　②午後2時～

1人で工作ができる小学生

※事前申込制各回先着16名

17日（金）午前9時半～受付開始、電話可

★ぬいぐるみおとまり会★

椿峰分館

おあずかり：25日（土）　おむかえ：26日（日）

4歳以上のお子様

※事前申込制先着10名　11日（土）～受付開始、電話可

◎申込時にぬいぐるみのお名前、種類などをお聞きします。

※25日のおはなし会にてぬいぐるみをお預かりします。26日にお迎えに来れる方の参加になります。

★親子おはなし会スペシャル★

所沢分館　21日（火）

午前10時30分～　0～3歳の子と保護者　1階多目的会議室

※事前申込制先着10組

5日（日）午前9時半～受付開始、電話可（ご家族分のみ）

◎赤ちゃん絵本の読み聞かせとわらべうた

★ものがたりの森へようこそ★
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2023.3

書　　　名 著　者　名 出　版　社

超デジタル世界 西垣通／著 岩波書店 S 007.3/ﾆ/

絵本のなかへ帰る 高村志保／著 夏葉社 019.53/ﾀ/

教養として学んでおきたい現代哲学者10人 岡本裕一朗／著 マイナビ出版 S 102.8/ｵ/

はじめての世界神話 蔵持不三也／監修 世界文化社 164/ﾊ/

イエス伝 若松英輔／著 中央公論新社 B 192.8/ﾜ/

歴史学の作法 池上俊一／著 東京大学出版会 201/ｲ/

運命が変えた世界史　上・下 フランク・フェラン／著 原書房 204/ﾌ/

中世ヨーロッパ騎士道の作法 祝田秀全／監修 G.B. 230.4/ﾁ/

スイート・コックコート 吉田菊次郎／著 松柏社 289.1/ﾖ/

崩壊学 パブロ・セルヴィーニュ／著 草思社 B 304/ｾ/

昭和のくらしと道具図鑑 小泉和子／編著 河出書房新社 382.1/ｺ/

こんにちは、昔話です 小澤俊夫／著 北野書店 388/ｵ/

世界を変えた地図　上・下 ジョン・O.E.クラーク／編 原書房 448.9/ｾ/

哺乳類前史 エルサ・パンチローリ／著 青土社 457.89/ﾊﾟ/

ファーブル驚異の博物誌 イヴ・カンブフォール／著 エクスナレッジ 486/ｶ/

建築と触覚 ユハニ・パッラスマー／著 草思社 520.1/ﾊﾟ/

織物の文明史 ヴァージニア・ポストレル／著 青土社 586.72/ﾎﾟ/

和食の手解き 鵜飼治二／著 新星出版社 596.21/ｳ/

らくらく安全運転BOOK － スタジオタッククリエイティブ 681.3/ﾗ/

鉄道会社サバイバル 佐藤嘉彦／著 日経BP 686.3/ｻ/

手+足の美術解剖学 加藤公太／著 玄光社 701.5/ｶ/

孫と楽しむおり紙ヒコーキ 戸田拓夫／著 いかだ社 754.9/ﾄ/

「日本人の日本語」を考える 庵功雄／編著 丸善出版 810/ｲ/

日常生活のイギリス英語表現 ジュミック今井／著 明日香出版社 837.8/ｼﾞ/

分　類
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書　　　名 著　者　名 出　版　社

名作には猫がいる ジュディス・ロビンソン／著 原書房 902.09/ﾛ/

文豪が愛した文豪 真山知幸／著 彩図社 910.26/ﾏ/

遊びは勉強友だちは先生 藤田のぼる／編 ポプラ社 G 910.268/ﾅ/

たった二分の楽園 浅生鴨／著 左右社 913.6/ｱ/

何食わぬきみたちへ 新胡桃／著 河出書房新社 913.6/ｱ/

ソロバン・キッド 犬飼六岐／著 集英社 B 913.6/ｲ/

がらんどう 大谷朝子／著 集英社 913.6/ｵ/

掟 佐藤大輔／著 中央公論新社 913.6/ｻ/

たらしの城 佐々木功／著 光文社 913.6/ｻ/

俺が公園でペリカンにした話 平山夢明／著 光文社 913.6/ﾋ/

嘆きの孔雀 牧野信一／著 小鳥遊書房 913.6/ﾏ/

不思議の探偵
アーサー・コナン・ド

イル／原作
作品社 913.6/ﾐ/

テーゲベックのきれいな香り 山崎修平／著 河出書房新社 913.6/ﾔ/

忍城落日 渡辺せつ子／著 郁朋社 913.6/ﾜ/

奸計の遁走曲 日本推理作家協会／編 光文社 913.68/ｶ/

短編旅館 集英社文庫編集部／編 集英社 B 913.68/ﾀ/

ケアリング・ストーリー 三砂ちづる／著 ミツイパブリッシング 914.6/ﾐ/

数学の影絵 吉田洋一／著 筑摩書房 B 914.6/ﾖ/

獄中の思索者 美達大和／著 中央公論新社 916/ﾐ/

ルーシー・ボストン 田中美保子／編著 国書刊行会 930.28/ﾎﾞ/

クトゥルー神話解体新書 森瀬繚／著 コアマガジン 930.28/ﾗ/

薄れゆく境界線 諏訪部浩一／著 講談社 930.29/ｽ/

クレムリンの魔術師
ジュリアーノ・ダ・エ

ンポリ／著
白水社 953.7/ﾀﾞ/

犬が尻尾で吠える場所
エステル=サラ・ビュル

／著
作品社 953.7/ﾋﾞ/

花びらとその他の不穏な物語 グアダルーペ・ネッテル／著 現代書館 963/ﾈ/

なぜではなく、どんなふうに アリアンナ・ファリネッリ／著 東京創元社 973/ﾌ/

同調者 モラヴィア／著 光文社 B 973/ﾓ/

分　類
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