
  

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 

１３日・２０日・２７日 

７日（火） 

２９日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 １日（水）・２日（木）・３日（金） 

４日（土）・５日（日）・６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休日休館となりますが、５月５日（日）は開館いたします。 

《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 
 
 
 
 
 
 

2019.5 

 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

所沢図書館は大型連休

中も開館しているよ！ 

ぜひ来てね♪ 

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

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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休館日  
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☆所沢分館「ゴールデンウイーク・スペシャル映画会」   「００７」シリーズ 

☆狭山ヶ丘分館 「さやまがおか荘寄席」             
日時：５月２４日（金）午後３時から             

場所：狭山ヶ丘コミュニティセンター１階 さやまがおか荘集会室 

出演：入船亭小辰（いりふねていこたつ） 

対象：一般  定員：５０名（事前申込み制・先着順） 

申込：５月１０日（金）午前９時３０分から狭山ヶ丘分館にて受付（電話申込可☎２９４９－１１９３） 

☆吾妻分館 「フレッシュ脳を保つおすすめ図書館利用術」 
日時：６月１日（土）午後１時３０分～（９０分程度）                         

場所：吾妻まちづくりセンター２階学習室２・３号 

講師：結城俊也（ゆうき としや）氏（医療福祉学博士） 

対象：一般  定員：３０名（事前申込み制・先着順） 

申込：５月１１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） 

☆ファミリーマート西武狭山ヶ丘駅前店の図書等取次サービスの終了について 
ファミリーマート西武狭山ヶ丘駅前店の図書等取次サービスが、店舗のご都合により下記の日程を 

もって終了となります。ご利用いただいている皆様には、ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い 

申し上げます。 

予約図書等の配送終了日：７月１５日（月） 予約図書等の受け取り：７月２１日（日）まで 

店舗での図書等の返却：７月３０日（火）まで 

１１日 (土 ) 
高橋玄洋ドラマ上映会『いごこち満点 17～18』１９７６年 

脚本：高橋玄洋ほか  出演：山岡久乃 山城新伍 西田敏行 ほか 
９３分  

１９日 (日 ) 

『トップガン』１９８６年（アメリカ）  

監督：トニー・スコット 

出演：トム・クルーズ  ケリー・マクギリス  

１１０分  

２６日 (日 ) 
『ザ・中学教師』１９９２年（日本） 

監督：平山秀幸  出演：長塚京三 藤田朋子   
１０５分  

４日 (土 ) 

『007 ドクター・ノオ』１９６２年（イギリス）※カラー 

監督：テレンス・ヤング   

出演：ショーン・コネリー  アーシュラ・アンドレス  

１１０分  

５日 (日 ) 

『女王陛下の 007』１９６９年（イギリス）※カラー  

監督：ピーター・ハント   

出演：ジョージ・レイゼンビー  ダイアナ・リグ  

１４４分  

６日 (月 ) 

『007 私を愛したスパイ』１９７７年（イギリス）※カラー 

監督：ルイス・ギルバート  

出演：ロジャー・ムーア  バーバラ・バック   

１２５分  

★５月以降の催し物・お知らせ 

 

 

 

 

 

★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 ≪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（日） 午前１１時～ ３歳～ 

 １１日・１８日・２５日  午後２時～ ４歳～              １８日（土） 午後３時～  ３歳～ 

                午後３時３０分～ 小学生～ ◆親子おはなし会◆ （第２金曜日） 

◆親子おはなし会◆ （第３金曜日）    １０日 午前１０時３０分～ 乳幼児と保護者 

 １７日 午前１０時３０分～ 乳幼児と保護者  ※同日赤ちゃんタイム 午前１０時～１２時 

◆かみしばいのかい◆ （第１土曜日） ◆子育てサロンへの出張親子おはなし会◆ 

 ４日 午後２時～ ４歳～  ２８日（火） 午前１０時４０分～ 

◆かがくあそび  ≪柳瀬分館≫       ☎２９４４-４０２３ 
    「石なげマシーン」をつくろう！◆ （第１土曜日） ◆おはなし会◆ （土曜日） 

 ４日 午後３時～４時 小学生～   ４日・１１日・１８日・２５日 午前１０時３０分～ 

 ※当日先着１５名  ※２５日は紙芝居の日 

★こどもの読書週間クイズラリー★  ★かっぴークラブ★ （小学生向けおはなし会） 

 １２日（日）まで  １８日（土） 午後２時～３時 

≪所沢分館≫      ☎２９２３-１２４３  ※事前申込制（定員２０名） ４日（土）～申込受付 

◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） ≪富岡分館≫       ☎２９４３-３６３６ 
 ４日・１８日 午前１０時３０分～ ３歳～ ◆おはなし会◆ （第３土曜日） 

◆親子おはなし会◆ （第４金曜日）   １８日 午後２時～ ３歳～ 

 ２４日 午前１０時３０分～ 乳幼児と保護者 ◆親子おはなし会◆ (第２水曜日）  

★こどもの読書週間スタンプラリー   ８日 午前１０時２０分～ 乳幼児と保護者 

  とこぶんどうぶつえんをめぐってスタンプ！★  ◆すいようびのおはなし会◆ ８日、１５日、２２日 

 １２日（日）まで   こぐまおはなし会   午後３時１０分～  ２～３歳 

≪椿峰分館≫      ☎２９２４-８０４１   ぺんぎんおはなし会 午後４時１０分～  ３～６歳 

◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） ★子ども読書の日スペシャルおはなし会★ 
 １１日・２５日 午前１０時３０分～ ４歳～  ４日（土） 午後２時～ ３歳～ 

◆親子おはなし会◆ ≪吾妻分館≫        ☎２９２４-０２４９ 
 １５日(水)  午前１１時～ 乳幼児と保護者 ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

★こどもの読書週間「○×クイズに挑戦！」★  １１日・２５日 午前１１時～  ３歳～ 

 １９日（日）まで ４歳～ ◆親子おはなし会◆ （第３金曜日） 

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６  １７日 午前１０時～  乳幼児と保護者 

◆おはなし会◆  ≪狭山ヶ丘分館≫        ☎２９４９-１１９３ 
 ２６日（日） 午前１１時～ ４歳～ ◆おはなし会◆ （第２・３・４土曜日）   

 おはなし 絵本の読み聞かせ ミニ工作  １１日・１８日・２５日 午前１０時３０分～ ３歳～ 

◆親子おはなし会◆ （第２木曜日） ◆親子おはなし会◆ （第１金曜日） 

 ９日 午前１１時～ 乳幼児と保護者  ３日（金） ①午前１０時３０分～ ②午後２時～ 

◆工作教室「キャップでヨーヨー」を作ろう！◆  乳幼児と保護者  

 １９日（日） 午前１０時３０分～ ５歳～  ※午前と午後の内容は同じです 

★こどもの日スペシャル  ※１７日の親子おはなし会はお休みです 

             「キラキラスライム」を作ろう!★ ★読書ビンゴ★ 

 ５日（日） ①午前１０時～１１時 ②午後２時～３時  ２８日（火）まで 乳幼児と保護者、小学生～ 

 ４歳～ ※材料がなくなりしだい終了 ★「春の読書の木」を実らせよう！★ ２８日（火）まで  
 

１９日（日） 『悟空の大冒険 悟空誕生』（アニメ） ２５分  

２６日（日） 『日本の昔ばなし ぶんぶく茶釜』ほか 全 3 話』（アニメ）  ２４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） 

 



AI社会の歩き方 江間有沙／著 化学同人 007.13/ｴ/

今からはじめる哲学入門 戸田剛文／編 京都大学学術出版会 104/ｲ/

意味の深みへ 井筒俊彦／著 岩波書店 B 120.4/ｲ/

世界が動いた「決断」の物語 スティーブン・ジョンソン／著 朝日新聞出版 141.8/ｼﾞ/

大嘗祭と古代の祭祀 岡田莊司／著 吉川弘文館 210.091/ｵ/

シュテットル エヴァ・ホフマン／著 みすず書房 234.9/ﾎ/

限界都市 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 S 318.7/ｹﾞ/

刺し身とジンギスカン 魚柄仁之助／著 青弓社 383.81/ｳ/

問題解決力がつく数学プロブレム オリヴァー・ローダー／編 早川書房 410.79/ﾓ/

日本人はどこから来たのか? 海部陽介／著 文藝春秋 B 469.91/ｶ/

脚・ひれ・翼はなぜ進化したのか マット・ウィルキンソン／著 草思社 481.16/ｳ/

事故の哲学 齊藤了文／著 講談社 504/ｻ/

YouTubeの時代 ケヴィン・アロッカ／著 NTT出版 547.483/ｱ/

災害とコンパニオンアニマルの社会学 梶原はづき／著 第三書館 645.6/ｶ/

大人の鉄道趣味入門 池口英司／著 交通新聞社 S 686.04/ｲ/

フェルメールと天才科学者 ローラ・J.スナイダー／著 原書房 723.359/ｽ/

人生100年時代を元気に楽しむための還暦筋トレ 坂詰真二／著 山と溪谷社 780.7/ｻ/

平成新語 出どこはどこ? 中村三郎／著 柏書房 814.7/ﾅ/

漢字の字形 落合淳思／著 中央公論新社 S 821.2/ｵ/

<児童文学ファンタジー>の星図 大澤千恵子／著 東京学芸大学出版会 G 910.268/ﾐ/

植物たち 朝倉かすみ／著 徳間書店 B 913.6/ｱ/

いきぢごく 宇佐美まこと／著 角川春樹事務所 913.6/ｳ/

ジャンヌ 河合莞爾／著 祥伝社 913.6/ｶ/

藁の王 谷崎由依／著 新潮社 913.6/ﾀ/

サバティカル 中村航／著 朝日新聞出版 913.6/ﾅ/

バベル九朔 万城目学／著 KADOKAWA B 913.6/ﾏ/

アリスのさくらんぼ やなせたかし／著 復刊ドットコム 913.6/ﾔ/

ゴーストライター キャロル・オコンネル／著 東京創元社 B 933.7/ｵ/

Xと云う患者 デイヴィッド・ピース／著 文藝春秋 933.7/ﾋﾟ/

　　　　　　　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


