
  

日 月 火 水 木 金 土 
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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 

５日・１２日・１９日・２６日 

２８日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 ３日（土）・２３日（金）     

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（土）、２３日（金）

は休館となります。 

※狭山ヶ丘分館は、１０月１５日（月）から平成３１年２月２８日（木）まで狭山ヶ丘コ
ミュニティセンター施設改修工事のため休館となります。 

《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 
 
 
 
 
 
 

2018.11 

 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

寒くなってきたね。温かく

して、風邪をひかないよう

に気を付けよう。 

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 ＊＊＊ 
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☆本館 図書館文化講演会「飛行機のメッカ、所沢飛行場の歴史」 
 日時：１１月１７日（土）午後２時から   

場所：本館３階 集会室  講師：荒山彰久氏（航空史研究家・航空ジャーナリスト）   

対象：中学生以上（所沢市在住、在勤、在学、または入間市、狭山市、飯能市在住の方） 

定員：４０名（事前申込み制・先着順） 

申込：１１月７日（水）午前９時３０分から本館にて受付（電話申込可☎２９９５－６３１１） 

☆吾妻分館「本の楽しみ方講座」 
日時：１１月３０日（金）午後２時から 

場所：あづま荘  内容：季節のエッセイの朗読、本の紹介、音読など 

対象：６０歳以上 定員：３０名（事前申込み不要・当日先着順） 

問い合わせ：吾妻分館（☎２９２４－０２４９） 

☆吾妻分館「好きこそものの上手なれ－動物画家薮内正幸」 
 日時：１２月８日（土）午後２時から                         

場所：吾妻まちづくりセンター１階 ホール  講師：薮内竜太氏（薮内正幸美術館館長） 

内容：動物画家の故・薮内正幸氏を父にもつ薮内竜太氏による講演会。会場でミニ原画展も開催。 

対象：中学生以上  定員：１００名（事前申込み制・先着順） 

申込：１１月１０日（土）午前９時３０分から吾妻分館にて受付（電話申込可☎２９２４－０２４９） 

☆狭山ヶ丘分館 施設改修工事に伴う臨時休館のお知らせ 
狭山ヶ丘コミュニティセンター施設改修工事（防水および外壁の改修）に伴い、臨時休館中です。 

休館期間：平成３０年１０月１５日（月）～平成３１年２月２８日（木）予定 

なお、平成３０年１０月１６日（火）～平成３１年１月３１日（木）は１階に仮設カウンターを設け、貸出・返

却・予約など一部のサービスを提供しています。 問い合わせ：狭山ヶ丘分館（☎２９４９－１１９３） 

 

☆本館 図書館まつり当日ボランティア募集 
 図書館まつり前日の会場設営や当日のイベント運営等のお手伝いをしていただける方を募集します。 

日時：１１月３０日（金）午後５時～７時、１２月１日（土）・２日(日) 午前９時～午後５時 ※３時間以上 

場所：本館  対象：中学生以上  説明会：１１月３０日（金）午後４時３０分～／本館３階 集会室 

申込：１１月６日（火）～２２日（木）本館にて受付（電話申込可☎２９９５－６３１１） 

３日 (土 ) 
高橋玄洋ドラマ上映会『いごこち満点  ５～６』１９７６年 

脚本：高橋玄洋  出演：山岡久乃 山城新伍 西田敏行 ほか 
９３分  

４日 (日 ) 

『人生、ここにあり!』 ２００８年 （イタリア）  

監督：ジュリオ・マンフレドニア 

出演：クラウディオ・ビジオ アニータ・カプリオーリ ほか 

１１１分  

１８日 (日 ) 

『ゴジラ』  １９５４年 （日本） ※モノクロ 

監督：本多猪四郎  原作：香山滋   

出演：志村喬 河内桃子 宝田明 ほか  

９８分  

★１１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） 

 

★１１月以降の催し物・お知らせ 
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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）   

１０日・１７日・２４日 午後２時～ ４歳～  ３日・１７日 午前１０時３０分～ ３歳～ 

午後３時３０分～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）  ２３日 午前１０時３０分～ ０～３歳の子と保護者 

 １６日 午前１０時３０分～ ０～３歳の子と保護者 ≪吾妻分館≫      ☎２９２４-０２４９ 
◆かみしばいの会◆ （第１土曜日） ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

 ３日 午後２時～ ４歳～   １０日・２４日 午前１１時～ ３歳～  

◆かがくあそび    ※１０日は１階学習室１号で行います。 

   『からてゲームばん』をつくろう！◆ （第１土曜日） ◆親子おはなし会◆ （第３金曜日） 

 ３日 午後３時～ 小学生～ （当日先着１５名）   １６日 午前１０時～１１時３０分 ０～３歳の子と保護者 

≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５ ★絵本とわらべうたの会★  

◆おはなし会◆ （第３土曜日）  １２月１日（土） 

 １７日 午後３時～ ３歳～  午前１０時～１０時３０分 ０～３歳の子と保護者 

◆親子おはなし会◆ （第２金曜日）   ≪柳瀬分館≫     ☎２９４４-４０２３ 
 ９日（金） 午前１０時３０分～ ０～２歳 ◆おはなし会◆ （土曜日）  

 ※同日午前１０時～１２時 赤ちゃんタイム  １０日・１７日・２４日 午前１０時３０分～  
★工作会～めでたい！富士山かざりをつくろう！～★  ※２４日は紙芝居の日 

 １２月１６日（日） ①午後１時～ ②午後３時～ 小学生 ★どんぐりでトトロをつくろう！★  

 ※事前申込制（各回先着１０名）   ３日（土）～３０日（金）まで 
 １８日（日）～受付、電話可  ★とよたかずひこさんのおはなし会 

≪椿峰分館≫      ☎２９２４-８０４１                「GO！GO！ ももんちゃん！」★ 

◆おはなし会◆ （第２・４土曜日）  １２月１５日（土） 午後１時～２時３０分 
 １０日・２４日 午前１０時３０分～ 4歳～  ２４日（土）～受付、電話可 

 ※２４日（土）は、おはなし会スペシャルを行います。  ※事前申込制（先着１００名） 

◆親子おはなし会◆ ≪富岡分館≫     ☎２９４３-３６３６ 
 ２１日（水） 午前１１時～ ０～３歳の子と保護者 ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） 

★秋の読書週間「読書ビンゴ」★ ～２７日（火）まで  ３日・１７日 午後２時～ ３歳～ 

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６ ◆すいようびのおはなし会◆ （第１・２・３水曜日） 

◆おはなし会◆   ７日・１４日・２１日  

 １１日（日） 午前１１時～ ４歳～    こぐまおはなし会   午後３時１５分～  ２～３歳 

◆親子おはなし会◆ （第２木曜日）    ぺんぎんおはなし会 午後４時～  ３～６歳 

 ８日 午前１１時～ ０～３歳の子と保護者  

◆工作教室『おどろきの巻き物』を作ろう!◆ ≪狭山ヶ丘分館≫      ☎２９４９-１１９３ 
 ４日（日） 午前１０時３０分～ ５歳～ 休館中のため、イベントはお休みです。   
 

４日（日） 
『なぜなぜ物語・サイの皮はなぜあつい  

／ラクダのこぶはなぜあるの』（アニメ）  
２３分  

１８日（日） 『鉄腕アトム  地球防衛隊の巻』（アニメ） ２４分  

★１１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―

 

 

★１１月のこども映画会 

図書館まつりのイベントについては、図書館まつりの特集ページをごらんください 

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） 
 



小さな幸せをひとつひとつ数える 末盛千枝子／著 PHPエディターズ・グループ 019.53/ｽ/

家庭通信社と戦後五〇年史 関根由子／著 論創社 070.19/ｾ/

VRは脳をどう変えるか? ジェレミー・ベイレンソン／著 文藝春秋 141.51/ﾍﾞ/

日光の三神 吉野薫／著 下野新聞社 175.932/ﾖ/

戦国の城の一生 竹井英文／著 吉川弘文館 210.47/ﾀ/

古利根川奇譚 高鳥邦仁／著 まつやま書房 213.4/ﾀ/

先生!バナナはおやつに含まれますか? 中野友貴／著 第一法規 321/ﾅ/

ジェロントロジー宣言 寺島実郎／著 NHK出版 S 367.7/ﾃ/

レシピで味わう世界の食文化 石毛直道／著 岩波書店 383.8/ｲ/

インフォグラフィックで見るサイエンスの世界 トム・キャボット／著 創元社 400/ｷ/

キリンの一撃 レオ・グラッセ／著 化学同人 482.4/ｸﾞ/

50 ティム・ハーフォード／著 日本経済新聞出版社 507.1/ﾊ/

犬像をたずね歩く 青柳健二／著 青弓社 645.6/ｱ/

西武全線古地図さんぽ 坂上正一／著 フォト・パブリッシング 686.213/ｻ/

バンカラの時代 佐藤志乃／著 人文書院 721.9/ｻ/

トミ・ウンゲラーと絵本 今田由香／著 玉川大学出版部 G 726.601/ｲ/

ふたりのトトロ 木原浩勝／著 講談社 778.77/ｷ/

悪態の科学 エマ・バーン／著 原書房 801.03/ﾊﾞ/

漱石山脈 長尾剛／著 朝日新聞出版 S 910.268/ﾅ/

金子兜太 金子兜太／著 渡辺尚子／編・構成 平凡社 911.362/ｶ/

繭 青山七恵／著 新潮社 B 913.6/ｱ/

太陽は気を失う 乙川優三郎／著 文藝春秋 B 913.6/ｵ/

不思議なシマ氏 小沼丹／著 幻戯書房 913.6/ｵ/

クラッシュマン 柴田哲孝／著 双葉社 B 913.6/ｼ/

紺碧の果てを見よ 須賀しのぶ／著 新潮社 B 913.6/ｽ/

南の国のカンヤダ 鈴木敏夫／著 小学館 913.6/ｽ/

廃墟戦隊ラフレンジャー 竹内真／著 双葉社 913.6/ﾀ/

ジャック・オブ・スペード ジョイス・キャロル・オーツ／著 河出書房新社 933.7/ｵ/

穢れなき太陽 ソル・ケー・モオ／著 水声社 995/ｹ/

　　　　　　　書　　　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類　

－４－
B→文庫 G→児童図書研究本 Ｓ→新書



★ 本館２階 雑誌コーナー ★ 
２日（日）午後４時２０分～４０分 

ミニコンサート 
第１９回所沢図書館まつりのラストを飾るイベント

です。松井少年少女合唱団の歌声をお楽しみく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 １２月１日（土） 

９時３０分 開 館 

１０時 古典落語 

１１時 おはなし会 

１１時１５分 大人のための朗読会   

午後１時 図書館探検 

 １時３０分 ビブリオバトル   

２時    おはなし会 

２時４０分 こうさく 

３時３０分 速記講座 

４時１５分 ぬいぐるみのおとまり会 

   ５時 閉 館 

１２月２日（日） 

９時３０分 開 館 

１０時 「詩を書こう、詩を読もう。」 

１１時 おはなし会 

午後１時 図書館探検 

１時３０分 
「なんて幸せだろう、 

今日も日本語を話せる」 

２時 おはなし会 

２時４０分 こうさく 

３時３０分 トコしゃん体操 

４時２０分 ミニコンサート 

５時 閉 館 

両 日 開 催 

１階 トベアとなぞをとけ！ 

★ 本館 １階 おはなし会室 ★ 

定員３０名 

絵本の読みきかせ・おはなし・かみしばい・こうさくなど

を「所沢市文庫・親子読書会連絡会」「所沢紙芝居の

会」「おはなし会 ボランティア勉強会」「ストーリーテリ

ング勉強会」のみなさんで行います。 

「おはなし会」１日（土）・２日（日）  

午前１１時～１１時３０分  

午後 ２時～ ２時３０分 

「こうさく」１日（土） ・２日（日）  
午後２時４０分～４時 

「ぬいぐるみのおとまり会」 
１日（土）午後４時１５分～４時４５分  

おはなし会 ※事前申込制 先着２０名  

１１月１４日（水）受付開始 

２日（日）午前９時３０分～１１時３０分 

  おむかえ 
１日（土）ごご４じ１５ふんからのおはなしかいで、 

ぬいぐるみをあずけます。２日（日）ごぜんちゅうに、 

おむかえにきてください。あなたにかわってぬいぐるみ

がよるのとしょかんをたんけんします。 

子どもから大人まで 

楽しめるイベントが 

たくさん！ 

みんなで来てね！    

トベア 

                      

 

第１９回 所沢図書館まつり 本館イベント 
新しい発見、夢いっぱいの図書館まつりへようこそ！ 



１日（土）・２日（日） 

    午後１時～ 

「図書館探検」 
集合 本館１階 エレベーター前 
  普段は入れない、バックヤードツアー

をお楽しみください。いざという時の 

ために、避難経路もご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日、参加可能なイベントがたくさんあります。みなさま 

お誘いあわせのうえご参加ください。 

問い合わせ 所沢市立所沢図書館 本館   電話 04-2995-6311 

★ 本館 ３階 集会室 ★  
定員 当日先着４０名  

～☆～☆～☆～１日(土)～☆～☆～☆～ 
午前１０時～１１時 

「古典落語」   富岡落語研究会 

午前１１時１５分～１２時１５分 

「大人のための朗読会」  
朗読サークル ”わ”  

宮部みゆきのせかい－人間の哀しみをみつめて－   

午後１時３０分～３時３０分 

「ビブリオバトル」 
今話題の「知的書評合戦」。発表者（バトラー）が 

それぞれのイチオシ本を紹介し、その中で観覧者が

一番読みたいと思った本を投票で決定します。 

午後３時３０分～「速記講座」 
速記文字を書いてみよう！ 
～☆～☆～☆～２日（日）～☆～☆～☆～ 

 午前１０時～１２時   ※当日先着３５名 
「詩を書こう、詩を読もう。」  

  講師  須永 紀子 さん （詩人） 

松本 邦吉 さん （詩人）  
市内在住の詩人のお二人に詩についてのお話をし

ていただきます。詩の応募作品の講評もあります。 

※「窓」が出てくる詩を募集中。１１月１５日まで。 

 午後１時３０分～３時３０分 

「なんて幸せだろう、 

今日も日本語を話せる」  

講師 高橋 こうじ さん（文筆家）  

※当日先着４５名    

午後３時３０分～「トコしゃん体操」  
   トコろんと体操のお兄さんといっしょに体操！ 

１日（土）・２日（日）  

午前９時３０分 

～午後４時４５分 

「トベアとなぞをとけ！」 
こどもしつで、トベアといっしょになぞを 

といてみよう！ 

「所沢ゆかりの作家」 
「所沢ゆかりの作家」の図書を２階フロ

アで展示します。 



★ 各イベントの詳細については、各分館へお問い合わせください ★ 
事前に申し込みの必要なイベントは、満員になっている場合があります。 

 

 

 

所沢分館（📞2923-1243） １１月１０日（土）、１１日（日） 
１０日（土）午前１０時３０分～ 親子おはなし会スペシャル 

１０日（土）午後２時～ 

１１日（日）午後２時～ 

図書館まつり特別映画会「夕陽のガンマン」（１２７分） 

「続 夕陽のガンマン」（１５５分） 

※当日先着 各６０名 

１１日（日）午前１０時３０分～ おはなし会スペシャル～ふしぎがいっぱい～ 

１０日（土）・１１日（日） 両日開催 じぶんでピッピッ！こどもかしだしへんきゃくたいけん 

１０日（土）・１１日（日） 両日開催 

午前９時３０分～午後４時３０分 
ブックリサイクル展 

 

 

 

富岡分館（📞2943-3636） １１月１０日（土）、１１日（日） 

１０日（土）午後２時～３時 スペシャルおはなし会 

１１日（日）午前１０時３０分～ 

１１時３０分 トントン紙ずもう 富岡場所 

１１日（日）午後２時～３時 

１０日（土）・１１日（日）両日開催 本の貸出・返却体験 

１０日（土）・１１日（日）両日開催 本のリサイクル市 

 

 

 

柳瀬分館（📞2944-4023） １１月３日（土）、４日（日） 

３日（土）午前１０時３０分～ スペシャルおはなし会（小さい子向け） 

３日（土）午前１１時００分～ スペシャルおはなし会（大きい子向け） 

３日（土）午後１時３０分～２時３０分 大人のおはなし会 

４日（日）午前１１時００分～ 柳瀬郷土史研究会によるおはなし会 

４日（日）午後１時３０分～２時３０分 図書館のお仕事体験 ※事前申込制（先着３名） 

３日（土）・４日（日）両日開催 本のリサイクルフェア 

１日（木）～３０日（金） 「ホッと一息 本と一息」私の一冊紹介します 結果発表 

３日（土）～３０日（金） どんぐりでトトロをつくろう！ 

３日（土）～１１日（日） クイズとしょかんマスター２０１８ 

 

 

第１９回 所沢図書館まつり 分館イベント 
新しい発見、夢いっぱいの図書館まつりへようこそ！ 



1 

 

椿峰分館（📞2924-8041） １１月２４日（土）、２５日（日） 
２４日（土）午前１０時３０分～ おはなし会スペシャル「ごちそうがいっぱい！のかい」 

２５日（日）午前１１時～ 親子おはなし会スペシャル「ぬくぬくしようのかい」 

２５日（日）午後２時～ 大人の朗読会スペシャル 

１０月２７日（土）～１１月２７日（火） 読書ビンゴ 

 

 

 

吾妻分館（📞2924-0249） １１月３日（土）、４日（日） 

３日（土）午後１時～１時３０分 としょかんまつりスペシャルおはなし会 

４日（日）午前１1時～１1時３０分 としょかんまつりスペシャルおはなし会 

３日（土）・４日（日）両日開催 かしだしへんきゃく じぶんでピッピッ！ 

３日（土）・４日（日）両日開催 リサイクル本市 

３日（土）・４日（日）両日開催 
「吾妻分館開館３０周年記念事業 思い出の吾妻」 

写真展示 

 

 

 

新所沢分館（📞2929-1905） １１月１０日（土）、１１日（日） 

１０日（土）午前１１時～１１時４５分 紙芝居とわらべうたの会（ひとりで聞ける子向け） 

１０日（土）午後１時３０分～３時 

図書館セミナー第 2回図書館の上手なつかい方講習会と

図書館見学「参考図書を使って時代小説をもっと楽しむ」

※事前申込み制（先着１０名） 

１１日（日）午前１１時～１１時４５分 スペシャルおはなし会（ひとりで聞ける子向け） 

１１日（日）午後２時～３時３０分 工作会  ※この時間帯はいつでも参加可能 

１１日（日）午前９時３０分～午後４時 行ってみよう！所沢の市立図書館（パネル展示） 

１０日（土）・１１日（日）両日開催  ブックリサイクル 

１０日（土）・１１日（日）両日開催 しおりを完成させよう 

 

 

 

松井小学校図書館（📞2992-2796）１１月２４日（土）、２５日（日） 

２４日（土）午前１１時～１１時４０分 おはなしかいスペシャル（３さい～） ※当日先着２０名 

２４日（土）午後２時～３時 
工作「絵本カバーでエコバッグ」をつくろう! （小学生以上） 

※事前申込み制（先着１０名） 

２５日（日）午前１０時３０分～ 
工作「カタカタお星さま」をつくろう! （５さい以上、小学生

以下は保護者同伴） ※当日先着１５名 

２５日（日）午後２時～３時 
クリスマス工作「リースをつくろう!」 （小学生以上） 

※事前申込み制（先着１０名） 

９月１日（土）～１１月１８日（日） 「石井桃子さんの本」のお気に入り投票! 

 

 

 ※狭山ヶ丘分館は休館のため、今年度は図書館まつりを開催しません。 


