
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 ‣年 末 年 始 

‣月  曜  日 

‣祝日の振替 

‣図 書整理日 

１２月２９日（土）～１月４日（金）まで 

７日・２１日・２８日 

１５日（火） 

３０日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 １４日（月）     

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、１４日（月）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 
 
 
 
 
 
 

2019.1 

 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

図書館は 5 日(土)から開館

です。 

2019 年もよろしくお願いし

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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☆柳瀬分館「新春企画 本の福袋」 
日時：１月５日（土）午前９時３０分から ※なくなり次第終了 

場所：柳瀬分館 

対象：乳幼児・小学生・一般 

内容：対象ごとに、各１０袋、図書館員がおすすめする本が３冊入った貸出福袋を用意 

問い合わせ：柳瀬分館（☎２９４４－４０２３） 

☆本館「大人のためのおはなし会」 
 日時：１月１８日（金）午後２時から   

場所：本館３階 集会室  内容：昔話の語り   

対象：中学生以上  定員：４０名（事前申込み不要・先着順） 

問い合わせ：本館（☎２９９５－６３１１） 

☆本館 図書館文学講座 
「『君の名は。』と『君の名は』～時間をこえてすれ違う男女の〈運命〉～」 
 日時：１月２６日（土）午後２時から   

場所：本館３階 集会室   

講師：後藤隆基氏（立教大学兼任講師、川村学園女子大学非常勤講師他）  

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：１月９日（水）午前９時３０分から本館にて受付（電話申込可☎２９９５－６３１１） 

☆新所沢分館「手作りキャンドル体験教室」 
日時：２月２日（土）午後２時から 

場所：新所沢まちづくりセンター２階 絵画工芸室    

対象：中学生・高校生  定員：１０名（事前申込み制・先着順） 

申込：１月１１日（金）午前９時３０分から新所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２９－１９０５） 

☆新所沢分館「図書館セミナー第３回 
図書館の上手なつかい方と図書館見学」 

 日時：２月１６日（土）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：５名（事前申込み制・先着順） 

申込：１月１１日（金）午前９時３０分から新所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２９－１９０５） 

５日 (土 ) 
高橋玄洋ドラマ上映会『いごこち満点９～１０』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  

１３日 (日 ) 

『ピンクの豹』 １９６４年 （アメリカ）  

監督：ブレイク・エドワーズ 

出演：デヴィッド・ニーヴン ピーター・セラーズ ほか 

１１５分  

２０日 (日 ) 

『里見八犬伝』 １９８３年 （日本） 

監督：深作欣二  原作：鎌田敏夫   

出演：薬師丸ひろ子 真田広之 千葉真一 ほか  

１３６分  

★１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） 

 

★１月以降の催し物・お知らせ 
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≪ 本 館 ≫      ☎２９９５-６３１１ ≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５ 
◆おはなし会◆ （第２・３・４土曜日） ◆おはなし会◆  

 １２日・１９日・２６日 午後２時～２時３０分 ４歳～  １３日（日） 午前１１時～ 

午後３時３０分～４時 小学生～  １９日（土） 午後３時～ ３歳～ 

◆親子おはなし会◆ (第３金曜日） ◆親子おはなし会◆  

 １８日 午前１０時３０分～  乳幼児と保護者  １１日（金） 午前１０時３０分～ 乳幼児と保護者 

◆かがくあそび◆（第１土曜日）  ※同日午前１０時～１２時 赤ちゃんタイム 

 「ストローロケットをつくろう！」  ≪柳瀬分館≫      ☎２９４４-４０２３ 
 ５日 午後３時～ 小学生～ ◆おはなし会◆ （土曜日） 

※当日先着１５名    ５日・１２日・１９日・２６日 午前１０時３０分～ 

◆かみしばいの会◆ （第１土曜日） ※２６日は紙芝居の日 

 ５日 午後２時～２時３０分 ４歳～ ◆親子おはなし会◆  

★お正月おはなし会★ ６日（金） 午後２時３０分～   １６日（水） 午前１０時３０分～ 

≪所沢分館≫     ☎２９２３-１２４３  ０歳～未就園児と保護者 

◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） ★かっぴークラブ 新春かるた会★  

 ５日・１９日 午前１０時３０分～ ３歳～  １９日（土） 午後２時～ 小学生以上 

◆親子おはなし会◆ （第４金曜日） ※事前申込制（定員３０名） ５日（土）～受付、電話可 

 ２５日 午前１０時３０分～ ０～３歳の子と保護者 ≪椿峰分館≫      ☎２９２４-８０４１ 
★むかしあそびの会 あやとりであそぼう！★ ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

 １４日（月） 午後２時～４時 ３歳～  １２日・２６日 午前１０時３０分～ ４歳～ 

≪吾妻分館≫      ☎２９２４-０２４９ ◆親子おはなし会◆ 

◆おはなし会◆ （第２・４土曜日）  １６日（水） 午前１１時～  ０～３歳の子と保護者 

 １２日・２６日 午前１１時～ ３歳～ ★新春おたのしみ会★  

※１２日はスペシャルおはなし会・新年かるた大会  １９日（土） 午前１０時３０分～   ４歳～ 

◆親子おはなし会◆（第３金曜日） ※会場：椿峰コミュニティ会館別館 和室 

 １８日 午前１０時～ ０～３歳の子と保護者 ≪富岡分館≫      ☎２９４３-３６３６ 

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６ ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） 

◆日曜日のおはなし会◆   ５日・１９日  午後２時～３時  ３歳～ 工作あり 

 ６日 午前１１時～ ４歳～ ◆すいようびのおはなし会◆ （水曜日）  

◆土曜日のおはなし会◆   ９日・１６日・２３日 

 １９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 

 １０日 午前１１時～ ０～３歳の子と保護者 ◆親子おはなし会◆ （第２水曜日） 

◆工作教室◆  ９日 午前１０時２０分～ ０～２歳の子と保護者 

「ぴゅーんで モンスターをやっつけろ！！」 ★本の福袋★ ５日（土）～ なくなり次第終了 

 １２日（土）・２７日(日)  午前１０時３０分～ ≪狭山ヶ丘分館≫      ☎２９４９-１１９３ 
※各回当日先着１５名 ５歳～  休館中のため、イベントはお休みです。 

 

１３日（日） 『日本の昔ばなし 笠地蔵ほか』より 3 話（アニメ） ２４分  

２０日（日） 『こねこのトムとあひるのジマイマのおはなし』（アニメ）  ２６分  

★１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） 

★１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― 



入門データベース 植村俊亮／著 オーム社 007.609/ｳ/

子ども文庫の100年 高橋樹一郎／著 みすず書房 G 016.29/ﾀ/

基礎づけるとは何か ジル・ドゥルーズ／著 筑摩書房 B 135.5/ﾄﾞ/

わたしの家族の明治日本 ジョアンナ・シェルトン／著 文藝春秋 198.52/ｼ/

輪切りの江戸文化史 鈴木健一／編 勉誠出版 210.5/ﾜ/

民主主義とホロコースト 根本正一／著 現代書館 234.074/ﾈ/

ゼロからわかる日本経営史 橘川武郎／著 日本経済新聞出版社 S 335.21/ｷ/

認知症フレンドリー社会 徳田雄人／著 岩波書店 S 369.26/ﾄ/

素数の未解決問題がもうすぐ解けるかもしれない。 ヴィッキー・ニール／著 岩波書店 412/ﾆ/

シミュレート・ジ・アース 河宮未知生／著 ベレ出版 450/ｶ/

動物園巡礼 木下直之／著 東京大学出版会 480.76/ｷ/

町自慢、マンホール蓋700枚。 池上修／著 池上和子／著 論創社 518.23/ｲ/

科学と社会はどのようにすれ違うのか 定松淳／著 勁草書房 519/ｻ/

日本を動かした50の乗り物 若林宣／著 原書房 536.021/ﾜ/

日本の百貨店史 谷内正往／著 加藤諭／著 日本経済評論社 673.83/ﾀ/

廃道を歩く 石井あつこ／著 洋泉社 685.21/ｲ/

ムンクへの招待 朝日新聞出版／著 朝日新聞出版 723.389/ﾑ/

<東京オリンピック>の誕生 浜田幸絵／著 吉川弘文館 780.69/ﾊ/

対訳フランス語で読む「カルメン」
PROSPER MÉRIMÉE／原著
柏木隆雄／編著

白水社 857.7/ﾒ/

詩の約束 四方田犬彦／著 作品社 901.1/ﾖ/

江戸を造った男 伊東潤／著 朝日新聞出版 B 913.6/ｲ/

海底大陸 海野十三／著 河出書房新社 913.6/ｳ/

エル・グレコの首飾り 佃一可／著 樹村房 913.6/ﾂ/

はんぷくするもの 日上秀之／著 河出書房新社 913.6/ﾋ/

ワンダフル・ワールド 村山由佳／著 新潮社 B 913.6/ﾑ/

怪盗インビジブル 行成薫／著 講談社 913.6/ﾕ/

セレナード 横光利一／著 長山靖生／編 彩流社 913.6/ﾖ/

青空のむこう アレックス・シアラー／著 求龍堂 B 933.7/ｼ/

鐘は歌う アンナ・スメイル／著 東京創元社 933.7/ｽ/

　　　　　　　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


