
  

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１   

 ‣月 曜 日 

‣祝日の振替 

‣図書整理日 

７日・１４日・２１日・２８日 

１日（火） 

３０日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 ３日（木）・４日（金）・５日（土）   

開館時間 午前９時３０分から午後５時まで 
 

※松井小学校図書館は、祝日開館を実施しておりませんので、 

３日（木）・４日（金）・５日（土）は休館日となります。 

《開館時間》 本館 火曜日 午前９時３０分から午後７時まで 

 水曜日～日曜日 午前９時３０分から午後５時まで 

 所沢分館 火曜日～金曜日 午前９時３０分から午後７時まで 

 土曜日・日曜日 午前９時３０分から午後５時まで 

 新所沢分館 火曜日～金曜日 午前９時３０分から午後９時まで 

 土曜日・日曜日 午前９時３０分から午後５時まで 

 その他の分館 火曜日～日曜日 午前９時３０分から午後５時まで 

本  館 
所沢分館 
椿峰分館 

狭山ヶ丘分館 
富岡分館 
吾妻分館 
柳瀬分館 

新所沢分館 
松井小学校図書館 

（所沢航空記念公園内） 
（所沢ﾊ-ﾃｨｱ東棟１・２階） 
（椿峰ﾆｭｰﾀｳﾝ内） 
（狭山ヶ丘ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ３階） 
（富岡まちづくりｾﾝﾀｰ２階） 
（吾妻まちづくりｾﾝﾀｰ１階） 
（柳瀬まちづくりｾﾝﾀｰ２階） 
（新所沢まちづくりｾﾝﾀｰ２階） 
（松井小学校内） 

 

☎ 2995‐6311 / Fax 2992‐1421 
☎ 2923‐1243 / Fax 2928‐8195 
☎ 2924‐8041 / Fax 2928‐8148 
☎ 2949‐1193 / Fax 2949‐8577 
☎ 2943‐3636 / Fax 2943‐6680 
☎ 2924‐0249 / Fax 2928‐8250 
☎ 2944‐4023 / Fax 2945‐7236 
☎ 2929‐1905 / Fax 2929‐1906 
☎ 2992‐2796 / Fax 2992‐2797 
 
 
 
 
 
 

2018.5 

 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

図書館は大型連休中も開

館しております。 

皆様のご来館を心よりお

待ちしております。 

 

パソコン  https://www.tokorozawa-library.jp 

携帯電話  https://www.tokorozawa-library.jp/k 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ   https://www.tokorozawa-library.jp/opw/OPS/OPSINDEX.CSP 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

ホームページアドレス 

休館日  



－2－ 

★5月以降の催し物・お知らせ 

 

 

 

 

 

 
 
☆所沢分館「ゴールデンウィーク・スペシャル映画会」 

「CATS（キャッツ）」（ミュージカル） 
日時：５月３日（木）午後２時から（開場：午後１時３０分） 

場所：所沢分館 １階多目的会議室 

対象：一般   定員：４０名（事前申込み不要・当日先着順） 

問い合わせ：所沢分館☎２９２３－１２４３ 

☆柳瀬分館 かっぴークラブ 「桜の木でマイスプーンを作ろう！」 
日時：６月１６日（土）午後２時から 

場所：柳瀬まちづくりセンター 学習室２ 

講師：山田威雅氏（木育インストラクター） 

対象：小学生  定員：先着１８名（事前申込み制） 

申込方法：５月１９日（土）午前９時３０分から柳瀬分館にて受付（電話可☎２９４４－４０２３)  

☆本館 第１９回所沢図書館まつり実行委員募集 
図書館まつり（１１月から１２月初旬までの土日に開催予定）でのイベントを企画・運営する実行委員

を募集します。 

対象：中学生以上  第１回実行委員会：６月１５日（金）午後６時から 本館３階 集会室                                                   

申込方法：５月１０日（木）から本館および分館に設置の申込書にて受付（電話可☎２９９５-６３１１） 

☆図書館でボランティアをしてみませんか？ 
内容：本棚への本の返却・整理  場所：所沢図書館（本館・各分館）  

対象：中学生以上  申込方法：所沢図書館本館・分館にて随時受付 

問い合わせ：本館・分館 

☆対面朗読をご存知ですか？  
所沢図書館では、目の不自由な方のために、本・雑誌・新聞などを朗読するサービスを行っています。

障害者手帳をお持ちで、市内に在住・在学・在勤している方はどなたでもご利用いただけます。皆様の

周りに、利用されたいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。（事前に登録が

必要です。） 

問い合わせ：所沢図書館本館（☎２９９５－６３１１ FAX２９９２－１４２１） 

５日（土） 
高橋玄洋ドラマ上映会『嫁かず出もどり小姑１５～１６』  

１９８１～８２年 脚本：高橋玄洋 出演：音無美紀子 中尾ミエ ほか 
９２分  

１３日（日 ） 

『自転車泥棒』  １９４８年（イタリア） ※モノクロ 

監督：ヴィットーリオ・デ・シーカ 原作：ルイジ・バルトリーニ  

出演：ランベルト・マジョラーニ エンツォ・スタヨーラ 

８８分  

２０日（日） 
『黄金花』 ２００９年（日本） ※カラー 

監督：木村威夫 出演：原田芳雄 松坂慶子 ほか 
７９分  

★5月の市民映画会 

 

会場：所沢分館 １階多目的会議室 

開演：午後２時から（開場 午後１時３０分） 

定員：６０名（満席の場合は入場できません） 
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≪ 本 館 ≫      ☎２９９５-６３１１ ≪所沢分館≫       ☎２９２３-１２４３ 
◆おはなし会◆ （第２・３・４土曜日） ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） 

  １２・１９・２６日 午後２時～２時３０分 ４歳～     ５日・１９日 午前１０時３０分～ ３歳～ 

            午後３時３０分～４時 小学生～ ◆親子おはなし会◆ （第４金曜日）  
◆親子おはなし会◆ （第３金曜日）     ２５日 午前１０時３０分～ ０～３歳の子と保護者 

  １８日 午前１０時３０分～ 乳幼児と保護者 ★こどもの読書週間 読書ビンゴ★ 

◆かがくあそび◆ （第１土曜日）   開催中～１３日（日）  

  「紙コップロケット」をとばそう！  ★ぬいぐるみおとまり会★ 

  ５日 午後３時～４時 小学生～ ※先着１５名   お預かり １９日（土） 午前９時３０分～午後３時 

★こどもの読書週間クイズラリー★   お迎え  ２０日（日） 午前９時３０分～１２時 

  １３日（日）まで ≪柳瀬分館≫       ☎２９４４-４０２３ 
★こどもの日 おはなし会★  ◆おはなし会◆ （土曜日） 

  ５日(土）午後２時～２時３０分 ４歳～     ５日・１２日・１９日・２６日 午前１０時３０分～１１時 

≪新所沢分館≫    ☎２９２９-１９０５   ※２６日は紙芝居の日 

◆おはなし会◆ ３歳～ ◆親子おはなし会◆（第３水曜日） 

  １３日（日） 午前１１時～、１９日（土） 午後３時～   １６日 午前１０時３０分～１０時５０分 ０歳～未就園児 

◆親子おはなし会◆ （第２金曜日） ★かっぴークラブ★ （小学生向けおはなし会） 
  １１日 午前１０時３０分～ ０歳～２歳   ６月１６日（土） 午後２時～３時  

  ※同日赤ちゃんタイム 午前１０時～１２時   ※要事前申込（先着１８名） １９（土）受付開始 

≪富岡分館≫     ☎２９４３-３６３６ ≪椿峰分館≫        ☎２９２４-８０４１ 
◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

  ５日・１９日 午後２時～３時 ３歳～   １２日・２６日 午前１０時３０分～ ４歳～ 
◆親子おはなし会◆ (第２水曜日）  ◆親子おはなし会◆ 

  ９日  午前１０時２０分～ ０～２歳の子と保護者   １６日(水) 午前１１時～ ０～３歳の子と保護者 

◆すいようびのおはなし会◆ (第２・３・４水曜日) ≪狭山ヶ丘分館≫          ☎２９４９-１１９３ 
９日・１６日・２３日 ◆おはなし会◆ （第１・２・３・４土曜日）   

  こぐまおはなし会   午後３時１５分～  ２～３歳   ５日・１２日・１９日・２６日 午前１０時３０分～ ３歳～ 
  ぺんぎんおはなし会 午後４時～     ３～６歳 ◆親子おはなし会◆（第１・３金曜日） 

★こどもの読書週間スペシャルおはなし会★    ４日・１８日 ①午前１０時３０分～ ②午後２時～ 

  ６日（日） 午後２時～３時 ３歳～   ０～２歳の子と保護者 ※午前と午後の内容は同じです 

≪松井小学校図書館≫ ☎２９９２-２７９６ ★読書ビンゴ★ 

◆日曜おはなし会◆       ２９日（火）まで 乳幼児と保護者、小学生～ 

  １３日 午前１１時～ ４歳～ ★「春の読書の木」を実らせよう！★ ２９日（火）まで  

◆土曜おはなし会◆  ≪吾妻分館≫          ☎２９２４-０２４９ 

  ２６日 午前１１時～ ４歳～ ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 
◆親子おはなし会◆ （第２木曜日）   １２日・２６日 午前１１時～１２時  ３歳～ 

  １０日 午前１１時～ ◆親子おはなし会◆ （第３金曜日） 

◆工作教室◆ ５歳～   １８日 午前１０時～１１時３０分  ０～３歳の子と保護者 
  ６日（日）  午前１０時３０分～  ★スペシャル工作会★ 「こどもの読書週間  

  １９日（土） 午前１０時３０分～            母の日のカーネーションとカードをつくろう！」 

★こどもの読書週間 「としょかんクイズ」★ 実施中！   ５日（土） 午後２時～４時  
６日（日）・１２日（土）・１３日（日）参加者にプレゼントあり   ５歳～（小さい子は保護者同伴） ※当日先着１５名 

 

１３日（日） 『ヘンゼルとグレーテル』（人形劇） ４６分  

２０日（日 ） 『ピーターラビットとベンジャミンバニーのおはなし』（アニメ）   ２６分  

★５月のおはなし会 ―くわしくは各図書館へおたずねください―

 

 

★５月のこども映画会 
会場：所沢分館 １階多目的会議室 
開演：午前１１時から（開場 午前１０時４５分） 
定員：６０名（満席の場合は入場できません） 

 

 

 

 



デザインの作法 松田行正／著 平凡社 022.57/ﾏ/

心理学って何だろうか? 日本心理学会／監修 楠見孝／編 誠信書房 140/ｼ/

国分寺跡を巡る 増田克彦／著 郁朋社 185.91/ﾏ/

ケルトの想像力 鶴岡真弓／著 青土社 230.3/ﾂ/

足利尊氏と足利直義 山家浩樹／著 山川出版社 289.1/ｱ/

日本で1日に起きていることを調べてみた 宇田川勝司／著 ベレ出版 351/ｳ/

災害ボランティア入門 山本克彦／編著 ミネルヴァ書房 369.3/ﾔ/

オーロラの話をしましょう 赤祖父俊一／著 誠文堂新光社 451.75/ｱ/

自分で試す吃音の発声・発音練習帳 安田菜穂／著 吉澤健太郎／著 学苑社 496.9/ﾔ/

図説近代エクステリアの歴史 日本エクステリア学会／編著 建築資料研究社 524.89/ｽﾞ/

汚れの科学 齋藤勝裕／著 SBクリエイティブ S 576.5/ｻ/

ペットの判例ガイドブック 渋谷寛／著 杉村亜紀子／著 民事法研究会 645.6/ｼ/

交通経済学入門 新版 竹内健蔵／著 有斐閣 681/ﾀ/

ディック・ブルーナのすべて 改訂版 講談社 G 726.601/ﾃﾞ/

活発脳をつくる60歳からのおりがみ 古賀良彦／監修 主婦の友社／編 主婦の友社 754.9/ｶ/

ゼロから分かる!図解落語入門 稲田和浩／文 世界文化社 779.13/ｲ/

ニューエクスプレスロマ<ジプシー>語 角悠介／著 白水社 829.85/ｽ/

忘れられたベストセラー作家 小谷野敦／著 イースト・プレス 910.26/ｺ/

夕茜 深見けん二／著 ふらんす堂 911.368/ﾌ/

いつかの人質 芦沢央／著 KADOKAWA B 913.6/ｱ/

いのちがけ 砂原浩太朗／著 講談社 913.6/ｽ/

愛を乞う皿 田中経一／著 幻冬舎 913.6/ﾀ/

14歳のバベル 暖あやこ／著 新潮社 913.6/ﾀﾞ/

悔いてのち 永瀬隼介／著 光文社 B 913.6/ﾅ/

ふなふな船橋 吉本ばなな／著 朝日新聞出版 B 913.6/ﾖ/

中国名詩集 井波律子／[訳]著 岩波書店 B 921/ﾁ/

夢のウラド
フィオナ・マクラウド／著
ウィリアム・シャープ／著

国書刊行会 933.6/ﾏ/

外の世界 ホルヘ・フランコ／著
 作品社 963/ﾌ/

処刑への誘い ウラジーミル・ナボコフ／著 
 新潮社 983/ﾅ/

　　　　　　　書　　　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類　

－４－

２０１８年５月

B→文庫 G→児童図書研究本 Ｓ→新書


