
  

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 

 ‣月 曜 日 

‣図書整理日 

４日・１１日・１８日・２５日 

２７日 ※毎月最終水曜日 

《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 
 
 
 
 
 
 

2018.6 

 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

梅雨ですね。雨の日に読書

はいかがでしょうか。 

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 
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★６月以降の催し物・お知らせ 

 

 

 

 

 

☆吾妻分館 開館３０周年記念事業 

「思い出の吾妻～あなたの思い出の写真とコメントを募集します～」 
募集期間：６月５日（火）～１０月３０日（火） 

内容：地域の名所、行事、お気に入りのスポット、昔懐かしい吾妻地区の写真にコメントを添えて 

展示予定日：１１月３日（土）・４日（日）図書館まつりにて展示  場所：吾妻分館 

応募方法：６月５日（火）午前９時３０分から吾妻分館にて受付（問い合わせ☎ ２９２４－０２４９） 

☆所沢分館「所沢歴史講座～明治時代の所沢～」 
日時：６月２４日（日）午後２時から  場所：所沢分館 １階多目的会議室 

講師：三上博史氏（野老澤町造商店＝まちぞう） 対象：一般  定員：先着４０名（事前申込み制） 

申込方法：６月１０日（日）午前９時３０分から所沢分館にて受付（電話可☎ ２９２３－１２４３）  

☆新所沢分館 図書館セミナー第 1回「図書館の上手なつかい方講習会」 
日時：６月２９日（金）午後２時から  場所：新所沢分館おはなし会室 

対象：一般  定員：先着８名（事前申込み制） 

申込方法：６月１日（金）午前９時３０分から新所沢分館にて受付（電話可☎ ２９２９－１９０５） 

☆柳瀬分館 おとなの折紙講座「ユニット折紙で四角い箱を作りましょう！」 
日時：７月１８日（水）午前１０時３０分から（開場は午前１０時１５分） 

場所：柳瀬まちづくりセンター 学習室１号  講師：日本折紙協会講師 椎名チヱ氏 

対象：一般  定員：先着１５名（事前申込み制） 

申込方法：６月２３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 みんなで作ろう！図書館まつり 
内容：図書館まつり（１１月から１２月初旬までの土日に開催予定）でのイベントの企画・運営 

対象：中学生以上 第１回実行委員会：６月１５日（金）午後６時～所沢図書館本館３階 集会室 

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

☆Ｗｅｂレファレンスの受付を 6月 1日から開始します 
   図書館ホームページの「利用者のページ」から、レファレンスの申込みができるようになり

ました。日常の中で、調べたいことがありましたら、お気軽にお申込みください。 

詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。問い合わせは、本館・各分館まで。 

２日（土）  
高橋玄洋ドラマ上映会『嫁かず出もどり小姑１７～１８』  

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

１０日（日） 

『カワイイ私のつくり方』  ２０１１年（アメリカ） 

監督：ジム・フィールド・スミス  

出演：ジェニファー・ガーナー ヒュー・ジャックマン ほか 

９０分  

１７日（日） 
『お引越し』  １９９３年（日本） ※カラー 

監督：相米慎二 原作：ひこ・田中 出演：田畑智子 中井貴一 ほか 
１２４分  

★６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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開演  午前１１時から（開場  午前１０時４５分）  

―くわしくは各図書館へおたずねください― ★６月のおはなし会

会 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

≪ 本 館 ≫      ☎２９９５-６３１１ ≪所沢分館≫     ☎２９２３-１２４３ 
◆おはなし会◆ （第２・３・４・５土曜日） ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） 

９日・１６日・２３日・３０日  ２日・１６日 午前１０時３０分～ ３歳～ 

午後２時～２時３０分 ４歳～ ◆親子おはなし会◆ （第４金曜日）  

午後３時３０分～４時 小学生～ ２２日 午前１０時３０分～ ０～３歳の子と保護者 

◆親子おはなし会◆ （第３金曜日）   ★とこぶん工作会「ちぎり絵コースター」をつくろう★ 

１５日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 １６日（土） 午前１１時１５分～１２時 ３歳～ 

◆かがくあそび◆ （第１土曜日） ※先着２０名 （当日受付） 

「さかみちロボット」をつくろう！ ２日 午後３時～ ≪富岡分館≫       ☎２９４３-３６３６ 

※先着１５名 （当日受付） 小学生～ ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） 
◆かみしばいの会◆ （第１土曜日） ２日・１６日 午後２時～３時 ３歳～ 

２日 午後２時～ ４歳～ ◆すいようびのおはなし会◆ （第２・３・４水曜日） 

≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５    ６日・１３日・２０日 

◆おはなし会◆ （第２日曜日） こぐまおはなしかい 午後３時１０分～ ２～３歳 

１０日 午前１１時～ ３歳～  ぺんぎんおはなし会 午後４時１０分～ ３～６歳 

◆親子おはなし会◆ （第２金曜日） ≪狭山ヶ丘分館≫     ☎２９４９-１１９３ 

８日 午前１０時３０分～ ０歳～２歳くらいまで ◆おはなし会◆ （第１・２・３・４土曜日）  
※同日赤ちゃんタイム 午前１０時～１２時 ２日・９日・１６日・２３日 午前１０時３０分～ ３歳～ 

◆子育てサロンへの出張親子おはなし会◆ ◆親子おはなし会◆ （第１・３金曜日） 

２６日 午前１０時３０分～ （偶数月第４火曜日） １日・１５日 ①午前１０時３０分～ ②午後２時～ 

≪吾妻分館≫       ☎２９２４-０２４９ ※午前と午後の内容は同じ １日は午後のみ 

◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） ★工作・科学あそびの会「ふしぎないろみず」★ 

９日・２３日 午前１１時～１２時  ３歳～ ３０日（土） 午前１１時１５分～ 

◆親子おはなし会◆（第３金曜日） ３歳～小学生 

１５日 午前１０時～１１時３０分   ※先着７名 （事前申込み制）  

０～３歳の子と保護者 ６月９日（土） 午前９時３０分～受付 電話可 

★絵本とわらべうたの会★  ≪柳瀬分館≫      ☎２９４４-４０２３ 

２日（土） 午前１０時～（３０分程度） 乳幼児と保護者 ◆おはなし会◆ （土曜日） 

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６ ２日・９日・１６日・２３日・３０日  
◆日曜日のおはなし会◆   午前１０時３０分～１１時 

１０日（日） 午前１１時～ ４歳～ ※３０日は紙芝居の日 

◆土曜日のおはなし会◆   ◆親子おはなし会◆ （第３水曜日） 

３０日（土） 午前１１時～ ４歳～ ２０日 １０時３０分～１０時５０分 ０歳～未就園児 

◆親子おはなし会◆ （第２木曜日） ≪椿峰分館≫      ☎２９２４-８０４１ 

１４日 午前１１時～ ０～３歳の乳幼児と保護者 ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

★たのしい工作★「飛べ飛べロケット」を作ってあそぼう！         ９日・２３日 午前１０時３０分～ ４歳～ 
２日（土）・１７日（日） ◆親子おはなし会◆ 

午前１０時３０分～ ※当日先着１５名 ５歳～ ３日(日) 午前１１時～ ０～３歳の子と保護者 
 

１０日（日） 『ファーブル昆虫記 １ ハチのなかまたち』（アニメ） ２００８年 ４０分  

１７日（日） 『おばけのラーバン ２』（アニメ） ２００８年  ４４分  

★６月のこども映画会 

 

会場：所沢分館 １階多目的会議室 

定員：６０名（満席の場合は入場できません） 

 
 



日本文学全集の時代 田坂憲二／著 慶應義塾大学出版会 023.1/ﾀ/

ファクトチェックとは何か 立岩陽一郎／著 楊井人文／著 岩波書店 070/ﾀ/

論証のレトリック 浅野楢英／著 筑摩書房 B 116/ｱ/

アメリカ史のなかのアーミッシュ 大河原眞美／著 明石書店 198.93/ｵ/

海賊の文化史 海野弘／著 朝日新聞出版 209/ｳ/

極北へ 石川直樹／著 毎日新聞出版 297.8/ｲ/

ジャリ道 埼玉新聞社／取材・執筆 埼玉新聞社 335.13/ｼﾞ/

お稲荷さんの正体 井上満郎／編著 洋泉社 S 387.3/ｲ/

北武蔵の和算家 山口正義／著 まつやま書房 419.1/ﾔ/

オオグソクムシの本 森山徹／著 青土社 485.3/ﾓ/

そこで液状化が起きる理由(わけ) 若松加寿江／著 東京大学出版会 511.3/ﾜ/

日本の砂糖近世史 荒尾美代／著 八坂書房 588.12/ｱ/

新しい1キログラムの測り方 臼田孝／著 講談社 S 609/ｳ/

過去六年間を顧みて かこさとし／著 偕成社 G 726.601/ｶ/

宮崎駿の地平 新版 野村幸一郎／著 新典社 778.77/ﾉ/

対局する言葉 羽生善治／著 柳瀬尚紀／著 河出書房新社 S 796.021/ﾊ/

「日本語らしさ」の文法 近藤安月子／著 研究社 815/ｺ/

ステイ・ゴールド 池田久輝／著 双葉社 913.6/ｲ/

東十条の女 小谷野敦／著 幻戯書房 913.6/ｺ/

ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス 滝口悠生／著 新潮社 B 913.6/ﾀ/

地球にちりばめられて 多和田葉子／著 講談社 913.6/ﾀ/

ナラ・レポート 津島佑子／著 人文書院 913.6/ﾂ/

キネマトグラフィカ 古内一絵／著 東京創元社 913.6/ﾌ/

傍流の記者 本城雅人／著 新潮社 913.6/ﾎ/

悲体 連城三紀彦／著 幻戯書房 913.6/ﾚ/

紋章と時間 諏訪哲史／著 国書刊行会 914.6/ｽ/

ラヴェルスタイン ソール・ベロー／著 彩流社 933.7/ﾍﾞ/

イギリス風の朝(マチネ) ジャン=ミッシェル・モルポワ／著 思潮社 951.7/ﾓ/

ヴォブルン風オムレツ コストラーニ・デジェー／著 未知谷 993.73/ｺ/

　　　　　　　書　　　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類　

－４－

２０１８年６月

B→文庫 G→児童図書研究本 Ｓ→新書


