
  

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  
 

２６ ２７ ２８ 3/1 2 

 ‣月  曜  日 

‣祝日の振替 

‣図書整理期間 

４日・１８日・２５日 

１２日（火） 

本  館  １８日～２５日  

各分館  ２５日～３月１日（狭山ヶ丘分館は除く） 

祝日開館 １１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、１１日（月）は休館とな

ります。 

※狭山ヶ丘分館は、平成３０年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、３月１日（金）より開

館いたします。 

《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 
 
 
 
 
 
 

2019.2 

 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

図書整理期間のため、おやす

みがあります。 

気をつけてね。 

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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☆新所沢分館「薄井ゆうじ講演会 小説という遊び」 
日時：３月９日（土）午後２時から 

場所：新所沢まちづくりセンター１階 学習室１号 

講師：薄井ゆうじ氏（小説家） 

対象：中学生以上  定員：４０名（事前申込み制・先着順） 

申込：２月９日（土）午前９時３０分から新所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２９－１９０５） 

☆セブン‐イレブン新所沢駅東口店で 
図書等取次サービスを開始しました 
２月１日（金）より、セブン‐イレブン新所沢駅東口店（松葉町１１－１）で 

予約した本やＣＤ等を受け取ることができます。 

お問い合わせ：富岡分館（☎２９４３－３６３６） 本館（☎２９９５－６３１１） 

☆本館 参考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

れにより２月１４日（木）～３月３１日（日） (予定) の期間、平成３０年分の新聞縮刷版は、ご利用できなく
なります。新聞原紙およびデータベース（読売新聞・朝日新聞・日本経済新聞）の閲覧は可能です。 
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。    お問い合わせ：本館 参考室（☎２９９５－６３１１） 

☆本館 分館 利用者アンケートにご協力ください 
図書館サービスの向上のため、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

本館：３月１日（金）～３月１２日（火）  

分館：２月２日（土）～２月１１日（月）   

場所：本館及び分館カウンター（狭山ヶ丘分館は臨時休館中のため未実施）   

お問い合わせ：本館及び各分館 

☆図書整理期間および本館修繕工事に伴う休館のお知らせ 
下記の期間は休館のため、貸出・返却等のご利用ができなくなりますので、ご注意ください。 

なお、コンビニエンスストア等でのお受取、ホームページからの蔵書検索・予約、返却ポストはご利用 

いただけます。ただし、１８日（月）は所沢駅サービスコーナー休館のため、同施設内の返却ポストには 

返却できませんのでご注意ください。 

詳しくは、各館のカレンダーをご覧ください。 

本 館 ： ２月１８日（月）～２月２５日（月）   

分 館 ： ２月２５日（月）～３月１日（金）  ※狭山ヶ丘分館のみ３月１日（金）から開館します。 

２日 (土 ) 
高橋玄洋ドラマ上映会『いごこち満点 11～12』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  

１０日 (日 ) 

『チンギス・ハーン』１９９２年 （モンゴル）  

監督：ベグズィン・バルジンニャム 

出演：アグワンツェレーギン・エンフタイワン  

ジャムスラニー・スフホヤグ  ほか 

１４０分  

１７日 (日 ) 
『千の風になって』２００４年 （日本） 

監督：金秀吉  出演：西山繭子 伊藤高史 ほか  
１０７分  

★２月の市民映画会 

★２月以降の催し物・お知らせ 

 

 

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土曜日） ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） 

 ９日・１６日 午後２時～２時３０分 ４歳～  ２日・１６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２金曜日 ※今回のみ）  ２２日 午前１０時３０分～ 乳幼児と保護者 

 ８日 午前１０時３０分～  乳幼児と保護者 ◆とこぶん工作会 

◆かみしばいのかい◆ （第１土曜日）    「８の字かざぐるまをつくってあそぼう！」◆ 

 ２日 午後２時～２時３０分 ４歳～   １６日（土） 午前１１時１５分～ ３歳～ 

◆かがくあそび◆ （第１土曜日）  ※当日先着２０名  

    「ＣＤコマ」をつくろう！   ※所沢分館おはなし会室 

 ２日 午後３時～ ≪吾妻分館≫      ☎２９２４-０２４９ 
 ※当日先着１５名 小学生～ ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

★節分おはなし会★ ３日 午後２時３０分～ ４歳～  ９日・２３日 午前１１時～ ３歳～ 

≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５  ※吾妻まちづくりセンター１階 和室 

◆おはなし会◆ （第２日曜日）  ◆親子おはなし会◆ （第３金曜日） 

 １０日 午前１１時～ ３歳～   １５日 午前１０時～ 乳幼児と保護者 

◆親子おはなし会◆ （第２金曜日）    ※吾妻まちづくりセンター１階 和室 

 ８日 午前１０時３０分～ ０歳～２歳位まで ≪富岡分館≫     ☎２９４３-３６３６ 
 ※同日午前１０時～１２時 赤ちゃんタイム ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） 

≪椿峰分館≫      ☎２９２４-８０４１  ２日・１６日  午後２時～３時  ３歳～ 

◆おはなし会◆ （第２・４土曜日）  ※富岡まちづくりセンター２階 会議室２ 

 ９日・２３日 午前１０時３０分～ ４歳～ ◆すいようびのおはなし会◆ （水曜日） 

◆親子おはなし会◆  ６日・１３日・２０日 

 ３日（日） 午前１１時～  乳幼児と保護者    こぐまおはなし会   午後３時１５分～  ２～３歳 

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６    ぺんぎんおはなし会 午後４時～      ３～６歳 

◆日曜日のおはなし会◆ （第１日曜日） ★図書館クイズ★  １日（金）～２４日（日） 

 ３日 午前１１時～ ４歳～ ≪柳瀬分館≫     ☎２９４４-４０２３ 
◆土曜日のおはなし会◆ （第３土曜日） ◆おはなし会◆ （第１・２・３・４土曜日） 

 １６日 午前１１時～ ４歳～  ２日・９日・１６日・２３日 午前１０時３０分～  

◆親子おはなし会◆ （第２木曜日）  ※２３日は紙芝居の日 

 １４日 午前１１時～ 乳幼児と保護者 ◆親子おはなし会◆ (第３水曜日) 

◆工作教室◆   ２０日 午前１０時３０分～ 乳幼児と保護者 

 「飛び立て リングライダー‼」を作ろう！  ※柳瀬まちづくりセンター 和室 

 １０日（日）・２３日（土） 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。 

 

１０日（日） 『リボンの騎士 王子と天使』（アニメ） ２３分  

１７日（日） 『かわいいミッフィー』（アニメ） ３５分  

★２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） 

 

★２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―

 

 

☆本館は２月１８日～２月２５日、各分館は２月２５日～３月１日（狭山ヶ丘分館は２月２８日まで）が休館期間です。 

定例で開催している行事の開催週が変更または、お休みになっている場合があります。ご注意ください。 



図書館さんぽ 図書館さんぽ研究会／編 駒草出版 010.21/ﾄ/

文字組デザイン講座 工藤強勝／著 誠文堂新光社 022.57/ｸ/

江戸の古本屋 橋口侯之介／著 平凡社 024.8/ﾊ/

答えのない世界に立ち向かう哲学講座 岡本裕一朗／著 早川書房 104/ｵ/

バイオハッキング カーラ・プラトーニ／著 白揚社 141.2/ﾌﾟ/

昆虫考古学 小畑弘己／著 KADOKAWA 202.5/ｵ/

古墳の被葬者を推理する 白石太一郎／著 中央公論新社 210.32/ｼ/

ガザに地下鉄が走る日 岡真理／著 みすず書房 302.279/ｵ/

「もしもあの時」の社会学 赤上裕幸／著 筑摩書房 361.16/ｱ/

<実例で学ぶ>データ科学推論の基礎 広津千尋／著 岩波書店 417.6/ﾋ/

ナチュラリスト 福岡伸一／著 新潮社 460.4/ﾌ/

インフルエンザなぜ毎年流行するのか 岩田健太郎／著 ベストセラーズ S 493.8/ｲ/

空き家を活かす 松村秀一／著 朝日新聞出版 S 520.4/ﾏ/

物流危機は終わらない 首藤若菜／著 岩波書店 S 685.6/ｼ/

近代日本の地域発展と鉄道 恩田睦／著 日本経済評論社 686.067/ｵ/

江戸・幕末・明治おもちゃ絵・遊び絵の世界 河出書房新社 721.8/ｴ/

バックパッキング入門 芦沢一洋／著 山と溪谷社 B 786/ｱ/

日本の大和言葉を美しく話す 高橋こうじ／文 東邦出版 810.4/ﾀ/

考えるための日本語入門 井崎正敏／著 三省堂 815.1/ｲ/

晩熟(おくて) 片岡直子／著 思潮社 911.56/ｶ/

魔術 芥川龍之介／著 長山靖生／編 彩流社 913.6/ｱ/

この地上において私たちを満足させるもの 乙川優三郎／著 新潮社 913.6/ｵ/

青い月曜日 開高健／著 集英社 B 913.6/ｶ/

影を歩く 小池昌代／著 方丈社 913.6/ｺ/

とちおとめのババロア 小谷野敦／著 青土社 913.6/ｺ/

夜の淵をひと廻り 真藤順丈／著 KADOKAWA B 913.6/ｼ/

四人組がいた。 高村薫／著 文藝春秋 B 913.6/ﾀ/

ホフマン博士の地獄の欲望装置 アンジェラ・カーター／著 図書新聞 933.7/ｶ/

淡い焰 ウラジーミル・ナボコフ／著 作品社 933.7/ﾅ/

　　　　　　　書　　　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類　

－４－
B→文庫 Ｓ→新書


