
  

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 

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）・２２日（火） 

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)と２２日(火)は休館と

なります。 

※新所沢分館は､新所沢まちづくりセンター電気設備点検のため､１４日(月)は休館となります。 

※６日（日）は、所沢市長選挙のため、新所沢分館、富岡分館、柳瀬分館、吾妻分館、松井小学

校図書館は休館となります。 

※２７日（日）は、参議院議員補欠選挙のため、新所沢分館、富岡分館、柳瀬分館、吾妻分館、

松井小学校図書館は休館となります。 

《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 
 

 

 

 

 

 

2019.10 

 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

探している本や、分からな

いことがありましたら、お

気軽にカウンターにお尋

ねください。 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

ホームページアドレス 

休館日 

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 
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☆本館 「親子で遊ぼう わらべうたの会」 
日時：１０月６日（日） 午前１０時から１０時４５分まで    

場所：本館３階 集会室    

講師：藤田浩子氏    

対象：乳幼児とその保護者   定員：３０組（当日先着順）    

申込：当日、午前９時３０分から本館１階カウンターにて整理券を配布します。 

問い合わせ：本館 ☎２９９５－６３１１ 

☆本館 児童文学講座「藤田浩子さん講演会」            
日時：１０月６日（日） 午前１１時から１２時３０分まで          

場所：本館３階 集会室                                          

 講師：藤田浩子氏    

対象：小学生以上、一般    定員：４０名（当日先着順） 

申込：当日、午前９時３０分から本館１階カウンターにて整理券を配布します。 

問い合わせ：本館 ☎２９９５－６３１１ 

☆新所沢分館 「参考図書を使って時代小説をもっと楽しむ！ ～江戸篇～」                    
日時：１１月１日（金） 午後１時３０分から       

場所：老人福祉センター緑寿荘（共催）       

対象：６０歳以上          定員：１０名 ※事前申込み制・先着順 
申込：１０月１日（火）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 楽しい歴史教室「ミニチュア縄文土器をつくろう！」 
日時：１１月２日（土） 午後１時３０分から       

場所：新所沢まちづくりセンター２階 絵画工芸室       

対象：小学３年生から小学６年生（保護者同伴）    定員：１５名 ※事前申込み制・先着順 
申込：１０月２日（水）午前９時３０分から新所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２９－１９０５） 

☆柳瀬分館 おりがみ講座「おりがみでプレゼントボックスをつくろう！」 
日時：１１月２２日（金） 午前１０時から      

場所：柳瀬まちづくりセンター 学習室３号                                   

講師：齋藤久美子氏（日本折紙協会講師）     

対象：一般  定員：２０名 ※事前申込み制・先着順 

申込：１０月２６日（土）午前９時３０分から柳瀬分館にて受付（電話申込可☎２９４４－４０２３） 

１２日（土） 
高橋玄洋ドラマ上映会『さよなら三角またきて四角 3～4』                        

脚本：高橋玄洋  出演：堺正章 古手川祐子 田原俊彦 ほか   1982 年 
90 分  

２０日（日） 
『美女と野獣』2014 年（フランス・ドイツ合作）  

監督：クリストフ・ガンズ  出演：ヴァンサン・カッセル レア・セドゥ  
113 分  

２７日（日） 
『グッモーエビアン！』2012 年（日本） 

監督：山本透    出演：麻生久美子 大泉洋 
106 分  

★10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） 

 

★10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） 

 １２日・１９日・２６日  午後２時～     ４歳～  ５日・１９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）  ２５日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 

 １８日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 ★とこぶん工作会 くるっとたつ！おばけこうさく★ 

◆かみしばいの会◆ （第１土曜日）   １９日（土） 午前１１時１５分～ ３歳～ 

 ５日 午後２時～ ４歳～ ※当日先着２０名 

◆かがくあそび◆ （第１土曜日） ★秋の読書週間記念 本をかりよう３つでぽん！★ 

  「はしごくだり」をつくろう！  ２６日（土）～１１月８日（金） 

５日 午後３時～ 小学生～ ※当日先着１５名 ≪富岡分館≫     ☎２９４３-３６３６ 

≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５ ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日） 

◆おはなし会◆ １３日（日） 午前１１時～ ３歳～  ５日・１９日 午後２時～ ３歳～ 

◆親子おはなし会◆  ※富岡まちづくりセンター２階 会議室２号 

 １１日（金） 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 ◆すいようびのおはなし会◆ （第２・３・４水曜日） 

※同日午前１０時～１２時 赤ちゃんタイム   ９日・１６日・２３日 

≪柳瀬分館≫     ☎２９４４-４０２３    こぐまおはなし会   午後３時１０分～  ２～３歳 

◆おはなし会◆ （第１・２・３・４土曜日）     ぺんぎんおはなし会 午後４時１０分～  ３～６歳 

 ５日・１２日・１９日・２６日 ※富岡まちづくりセンター２階 会議室２号 

 午前１０時３０分～ ※２６日は紙芝居の日 ≪吾妻分館≫      ☎２９２４-０２４９ 
◆親子おはなし会◆ （第３水曜日） ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

 １６日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者  １２日・２６日 午前１１時～ ３歳～ 

※柳瀬まちづくりセンター ２階和室 ※吾妻まちづくりセンター１階 和室 ※２６日は視聴覚室 

★あい・愛・やなせっ子 ふれあいひろば★ ◆親子おはなし会◆ （第３金曜日） 

 ８日（火） 午前１０時～ 乳幼児とその保護者  １８日 午前１０時～ 乳幼児とその保護者 

※柳瀬まちづくりセンター １階ホール ※吾妻まちづくりセンター１階 和室 

★読書週間イベント クイズ図書館マスター２０１９★ ≪椿峰分館≫      ☎２９２４-８０４１ 
 ２６日（土）～１１月１０日（日） ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

★図書館のお仕事体験★  １２日・２６日 午前１０時３０分～ ４歳～ 

 １１月３日（日） 午後１時３０分～２時３０分 小学生 ◆親子おはなし会◆ 

※事前申込制（先着３名）   ６日（日） 午前１１時～ 乳幼児とその保護者 

 １９日（土）～申込受付、電話可   ★秋の読書週間 「読書ビンゴ」★ 

※持ち物：エプロン  ２６日（土）～１１月２４日（日） 

≪松井小学校図書館≫  ☎２９９２-２７９６  どなたでも（未就学児、小学生以上の２種類） 

◆おはなし会◆ ≪狭山ヶ丘分館≫      ☎２９４９-１１９３ 
 １２日（土）・２６日（土） 午前１１時～ ４歳～  ◆おはなし会◆ （第１・２・３・４土曜日） 

 おはなし 絵本の読み聞かせ ミニ工作  ５日・１２日・１９日・２６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・３金曜日） 

 １０日 午前１１時～ 乳幼児とその保護者  ４日・１８日 ①午前１０時３０分～ ②午後２時～ 

◆工作教室「ミニミニ大砲」を作ろう！◆  乳幼児とその保護者 

 ５日（土） 午前１０時３０分～ ５歳～ ※午前と午後のプログラムは同じ 

２０日（日） 『アラビアンナイト  シンドバッドの冒険 VOL.2』（アニメ） ３８分 

２７日（日） 『ぶどう酒びんのふしぎな旅』（影絵アニメ）  ３０分 

★１０月のこども映画会 

★１０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―

 

 

会場：所沢分館 １階多目的会議室 
開演：午前１１時～（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） 
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☆本館 図書館まつり「ビブリオバトル」のバトラーを募集中です 

ビブリオバトルとは、「知的書評合戦」とよばれるゲームです。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（チャンプ本）を投票で決定します！「本の面白さ

をたくさんの人に伝えたい！」そんな熱意をもった方を大募集しています！ 

日時：１１月１６日（土） 午前１０時３０分から１２時３０分まで 

場所：本館３階 集会室  対象：一般 中学生以上    定員：先着５名  

締切：１０月３１日（木）まで ※紹介する本は、申込後に決めて頂くことが可能です。 

申込：所沢図書館本館２階カウンターにて受付 （電話申込可☎２９９５－６３１１） 

★「R40大人のビブリオバトル in埼玉」の予選も兼ねています。ご不明な点がございましたら、 

お気軽に本館にお問い合わせください。 

★バトルの観覧のみをご希望の方は、当日、直接会場にお越しください。（当日先着３５名） 

☆本館 図書館まつり 講座「詩を書こう、詩を読もう。」詩作品を募集中です 
市内在住の詩人須永紀子さんによる応募作品（詩）の講評があり、応募作品の作者に自作の朗読を

していただきます。 

講座で講評いただく、詩作品の募集をします。応募された方は、ぜひ講座にご出席ください。 

詩作品のテーマ：「動物」が出てくる詩、自由なテーマ、タイトルの詩 

募集作品：６００字（２０字×３０行）以内、一人一作 自作の作品のみ、 

題名・氏名（ふりがな）・住所・電話番号を明記 ※ペンネーム希望の方は併記 

       講師への質問がある方は、応募作品の欄外に記入してください。 

受付方法：講座のチラシ裏面の応募用紙にて、郵送または、所沢図書館カウンターで受付。 

〒３５９－００４２ 所沢市並木１－１３ 所沢市立所沢図書館 

所沢図書館まつり「詩を書こう、詩を読もう。」担当 

締切：１０月２５日（金）必着    

問い合わせ：本館 所沢図書館まつり「詩を書こう、詩を読もう。」担当（☎２９９５－６３１１） 

【講座「詩を書こう、詩を読もう。」】 

日時：１１月１６日（日）午後２時から  場所：本館３階  集会室 （当日先着３５名） 

内容：詩についてのおはなし、朗読、講師による詩の講評など 

★講座の観覧のみをご希望の方は、当日、直接会場にお越しください。 

☆狭山ヶ丘分館 「歌人三ケ島葭子 逆境における生き方」 
日時：１１月１０日（日） 午後１時３０分から       

場所：狭山ヶ丘コミュニティセンター第１・２集会室   

講師：さいとうなおこ氏（三ケ島葭子資料室運営協議会委員・歌人） 

対象：一般 中学生以上  定員：４０名 ※事前申込制・先着順 

申込：１０月２０日（日） 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） 

☆新所沢分館  

「参考図書を使って時代小説をもっと楽しむ！ ～京都・新選組編～」 
日時：１１月９日（土） 午前１０時から  場所：新所沢分館おはなし会室       

対象：一般 中学生以上  定員：１０名 ※事前申込制・先着順 
申込：１０月１日（火） 午前９時３０分から新所沢分館にて受付（電話申込可☎２９２９－１９０５） 

今年も 

やります！ 
 

 



量子コンピュータが変える未来 寺部雅能／共著 大関真之／共著 オーム社 007.1/ﾃ/

仕事で役立つ!PDF完全マニュアル 桑名由美／著 秀和システム 007.63/ｸ/

情報革命の世界史と図書館 山口広文／著 樹村房 010.2/ﾔ/

日本における書籍蒐蔵の歴史 川瀬一馬／著 吉川弘文館 024.9/ｶ/

工場日記 シモーヌ・ヴェイユ／著 みすず書房 135.5/ﾍﾞ/

「生きにくさ」はどこからくるのか 山祐嗣／著 新曜社 140/ﾔ/

江戸時代の神社 高埜利彦／著 山川出版社 175/ﾀ/

精進料理考 吉村昇洋／著 春秋社 188.86/ﾖ/

歴史書の愉悦 藤原辰史／編 ナカニシヤ出版 201/ﾚ/

<謀反>の古代史 春名宏昭／著 吉川弘文館 210.36/ﾊ/

南の島のよくカニ食う旧石器人 藤田祐樹／著 岩波書店 219.9/ﾌ/

古代アテネ旅行ガイド フィリップ・マティザック／著 筑摩書房 B 231.3/ﾏ/

地名は語る 埼玉新聞特別編集委員室／取材・執筆 埼玉新聞社 S 291.34/ﾁ/

戦後日本の地域形成と社会運動 鬼嶋淳／著 日本経済評論社 309.021/ｷ/

紙幣の日本史 加来耕三／著 KADOKAWA 337.4/ｶ/

どんな災害でもお金とくらしを守る 清水香／著 小学館クリエイティブ 369.3/ｼ/

黒髪と美の歴史 平松隆円／著 KADOKAWA B 383.5/ﾋ/

数学にとって証明とはなにか 瀬山士郎／著 講談社 S 410/ｾ/

今の空から天気を予想できる本 武田康男／著 緑書房 451.28/ﾀ/

人類は嚙んで進化した ピーター・S.アンガー／著 原書房 469.2/ｱ/

人体、なんでそうなった? ネイサン・レンツ／著 化学同人 491.3/ﾚ/

世界を変えた60人の偉人たち 東京電機大学／編 東京電機大学出版局 502.8/ｾ/

ふしぎな鉄道路線 竹内正浩／著 NHK出版 S 516.1/ﾀ/

何が「いただく」ぢゃ! 姫野カオルコ／著 プレジデント社 596.04/ﾋ/

植物はおいしい 田中修／著 筑摩書房 S 611.4/ﾀ/

まるごとわかるタマゴ読本 渡邊乾二／著 農山漁村文化協会 648.3/ﾜ/

海に生きた百姓たち 渡辺尚志／著 草思社 662.1/ﾜ/

MaaS入門 森口将之／著 学芸出版社 681/ﾓ/

印象派と日本人 島田紀夫／著 平凡社 723.05/ｼ/

　　　　　　　書　　　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類　
２０１９年１０月

B→文庫 Ｓ→新書



絵本原画ニャー! 100%ORANGE／ほか画 青幻舎プロモーション G 726.601/ｴ/

飛行機写真の教科書 中野耕志／著 玄光社 743.5/ﾅ/

楕円球と地球 出村謙知／写真・文 実業之日本社 783.48/ﾃﾞ/

わかる!伝わる!文章力 佐藤佳弘／著 武蔵野大学出版会 816/ｻ/

「やさしい日本語」で観光客を迎えよう 加藤好崇／編著 大修館書店 817.8/ｶ/

北欧4か国旅行会話 森百合子／監修 三省堂編修所／編 三省堂 849.4/ﾎ/

河合隼雄と子どもの目 河合隼雄／著 創元社 G 909/ｶ/

日本近代文学入門 堀啓子／著 中央公論新社 S 910.26/ﾎ/

満潮 朝倉かすみ／著 光文社 B 913.6/ｱ/

ダイエット物語…ただし猫 新井素子／著 中央公論新社 B 913.6/ｱ/

滅びの鐘 乾石智子／著 東京創元社 B 913.6/ｲ/

熱源 川越宗一／著 文藝春秋 913.6/ｶ/

窓の外を見てください 片岡義男／著 講談社 913.6/ｶ/

先をゆくもの達 神林長平／著 早川書房 913.6/ｶ/

猿の見る夢 桐野夏生／著 講談社 B 913.6/ｷ/

万波を翔る 木内昇／著 日本経済新聞出版社 913.6/ｷ/

黙秘犯 翔田寛／著 KADOKAWA 913.6/ｼ/

腸詰小僧 曽根圭介／著 光文社 913.6/ｿ/

無実の君が裁かれる理由 友井羊／著 祥伝社 913.6/ﾄ/

MGC 蓮見恭子／著 光文社 913.6/ﾊ/

グスコーブドリの太陽系 古川日出男／著 新潮社 913.6/ﾌ/

穴掘り 本城雅人／著 双葉社 913.6/ﾎ/

至誠の残滓 矢野隆／著 集英社 913.6/ﾔ/

かぐや姫はいやな女 椎名誠／著 新潮社 B 914.6/ｼ/

鳥肌が 穂村弘／著 PHP研究所 B 914.6/ﾎ/

蒼老たる浮雲 残雪／著 白水社 923.7/ﾂ/

世紀の犯罪 アンソニー・アボット／著 水野恵／著 論創社 933.7/ｱ/

レス アンドリュー・ショーン・グリア／著 早川書房 933.7/ｸﾞ/

バッドボーイ ジム・トンプスン／著 文遊社 933.7/ﾄ/

最後の兄弟 ナタシャ・アパナー／著 河出書房新社 953.7/ｱ/

　　　　　　　書　　　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類　
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