
  

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 

 ‣月 曜 日 

‣祝日の振替 

‣図書整理日 

１１日・１８日・２５日 

５日（火） 

２７日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 ４日（月）・２３日（土）     

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、４日（月）、２３日（土）

は休館となります。 

※狭山ヶ丘分館は、狭山ヶ丘コミュニティセンター受水槽工事のため、３日（日）・４日

（月・祝）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 
 
 
 
 
 
 

2019.11 

 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

寒くなってきましたね。 

暖かくして風邪を引かな

いようにしましょう。 

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 ＊＊＊ 

 

ホームページアドレス 

休館日 
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☆所沢分館「図書館まつりスペシャル映画会」  会場・開演は上記と同じ 

 

■本館エレベーター工事に伴う臨時休館のお知らせ 

本館エレベーター工事に伴い、下記の期間が臨時休館となります。休館中は臨時窓口

を開設いたします。また、インターネットからの蔵書検索・予約サービスは通常通り利用で

きます。なお、工事完了は２０２０年２月２１日（金）を予定していますが、この期間、開館

中も騒音・振動が予想されます。ご利用の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解・

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

休館期間 

   ２０１９年１２月２日（月）～１９日（木）/２０２０年１月１８日（土）～３１日（金） 

臨時窓口開設期間 

   ２０１９年１２月３日（火）～１９日（木）/２０２０年１月１８日（土）～２６日（日） 

   ※午前９時３０分～午後５時まで。月曜日は開設しません。 

臨時窓口でできること                                 

   貸出・返却・予約・予約資料の受取等 

問い合わせ 所沢図書館 本館 ☎０４－２９９５－６３１１ 

２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  

１７日（日） 

『バルカン超特急』1938 年（イギリス）  

監督：アルフレッド・ヒッチコック   

出演：マーガレット・ロックウッド   マイケル・レッドグレーヴ 

94 分  

２４日（日） 
『猫侍』2013 年（日本） 

監督：山口義高  出演：北村一輝 蓮佛美沙子 浅利陽介  
100 分  

９日 (土 ) 

『エイリアン』1979 年（アメリカ）※日本語吹き替え 

監督：リドリー・スコット   

出演：トム・スケリット  シガニー・ウィーバー  

１１6 分  

１０日 (日 ) 

『グレムリン』1984 年（アメリカ） 

監督：ジョー・ダンテ   

出演：ザック・ギャリガン  フィービー・ケイツ  

１07 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・４・５土曜日） ◆おはなし会◆ （第１・３土曜日）   

９日・２３日・３０日 午後２時～ ４歳～ ２日・１６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） ２２日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 

１５日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 ★クリスマス工作会 まきまきオーナメントづくり★ 

◆かみしばいの会◆ （第１土曜日） ３０日（土） 午後２時～ ３歳～ 未就学児は保護者同伴 

２日 午後２時～ ４歳～ ※事前申込制（先着２０名） 

◆かがくあそび◆ （第１土曜日） １６日（土）～申込受付、電話可 

   ペットボトルで「ボールシューター」をつくろう！ ★秋の読書週間記念 本をかりよう３つでぽん！★ 

２日 午後３時～ 小学生～ （当日先着１５名）  開催中～８日（金）まで 

≪新所沢分館≫     ☎２９２９-１９０５ ≪柳瀬分館≫      ☎２９４４-４０２３ 
◆おはなし会◆ １６日（土） 午後３時～ ３歳～ ◆おはなし会◆ （第２・３・４・５土曜日）  

◆親子おはなし会◆ （第２金曜日）   ９日・１６日・２３日・３０日 午前１０時３０分～  

８日 午前１０時３０分～ 乳幼児とその保護者 ※３０日は紙芝居の日 

※同日午前１０時～１２時 赤ちゃんタイム ★どんぐりでトトロをつくろう！★  

◆子育てサロンへの出張親子おはなし会◆ ２日（土）～３０日（土）まで 

２６日（火） 午前１０時４０分～ ≪吾妻分館≫        ☎２９２４-０２４９ 
★工作会～おばけのメリーゴーランドを作ろう！～★ ◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 

１２月１４日（土）   ９日・２３日 午前１１時～ ３歳～  

①午後１時～２時 ②午後３時～４時 小学生 ◆親子おはなし会◆ （第３金曜日） 

※事前申込制（各回先着１０名） １５日 午前１０時～１１時３０分 乳幼児とその保護者 

１６日（土）～受付、電話可 ≪椿峰分館≫       ☎２９２４-８０４１ 

≪富岡分館≫      ☎２９４３-３６３６ ◆おはなし会◆ （第２土曜日） 

◆おはなし会◆ （第１土曜日） ９日 午前１０時３０分～ ４歳～ 

２日 午後２時～ ３歳～ ◆親子おはなし会◆ （第３水曜日） 

◆すいようびのおはなし会◆ （第１・２・３水曜日） ２０日 午前１１時～ 乳幼児とその保護者 

６日・１３日・２０日  ★秋の読書週間「読書ビンゴ」★ 

   こぐまおはなし会   午後３時１０分～  ２～３歳 開催中～２４日（日）まで 

   ぺんぎんおはなし会 午後４時１０分～  ３～６歳 ≪狭山ヶ丘分館≫        ☎２９４９-１１９３ 
◆親子おはなし会◆ （第２水曜日） ◆おはなし会◆  (第１・３・４土曜日) 

１３日 午前１０時２０分～ 乳幼児とその保護者 ２日・１６日・２３日 午前１０時３０分～ ３歳～ 

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

◆おはなし会◆  １日・１５日 ①午前１０時３０分～ ②午後２時～  

２日（土）・１７日（日） 午前１１時～ ４歳～ 乳幼児とその保護者 

おはなし 絵本の読み聞かせ ミニ工作 ★工作・科学あそびの会 

◆親子おはなし会◆ （第２木曜日）    「ペットボトルでウクレレを作ろう！」★ 

１４日 午前１１時～ 乳幼児とその保護者 ３０日（土） 午前１１時１５分～  

◆工作教室『オリジナルブーメラン』を作ろう!◆   ５歳以上（７歳以下は保護者同伴） 

９日（土）・２４日（日） 午前１０時３０分～ ５歳～   ※事前申込制（先着７名） ７日（木）～受付、電話可 

 

１７日（日） 『名作童話大全集 5 たからじま ほか』（アニメ） ３５分  

 ２４日（日） 『ファーブル昆虫記 10 フンコロガシとサソリ』（アニメ）  ４０分  

★１１月のこども映画会 

★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―

 

 

※図書館まつりのイベントについては、図書館まつりのチラシをごらんください 

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） 
 



そっとページをめくる 野矢茂樹／著 岩波書店 019.9/ﾉ/

モアイの白目 小林洋美／著 東京大学出版会 141.21/ｺ/

世界5大宗教入門 山中俊之／著 ダイヤモンド社 160/ﾔ/

戸籍が語る古代の家族 今津勝紀／著 吉川弘文館 210.3/ｲ/

中世紋章史 ゲオルク・シャイベルライター／著 八坂書房 288.6/ｼ/

ローカルバスの終点へ 宮脇俊三／著 河出書房新社 B 291.09/ﾐ/

親が知らない子どものスマホ 鈴木朋子／著 日経BP 367.61/ｽ/

天丼 かつ丼 牛丼 うな丼 親子丼 飯野亮一／著 筑摩書房 B 383.81/ｲ/

元素から見た化学と人類の歴史 アン・ルーニー／著 原書房 431.11/ﾙ/

きのこの教科書 佐久間大輔／著 山と溪谷社 474.85/ｻ/

瓦礫(デブリ)の未来 磯崎新／著 青土社 520.4/ｲ/

電気洗濯機の技術史 大西正幸／著 技報堂出版 545.88/ｵ/

そば学 井上直人／著 柴田書店 616.66/ｲ/

猫脳がわかる! 今泉忠明／著 文藝春秋 S 645.7/ｲ/

あの駅の姿には、わけがある 杉崎行恭／著 交通新聞社 S 686.53/ｽ/

誰も語らなかったフェルメールと日本 田中英道／著 勉誠出版 723.359/ﾀ/

歌舞伎さんぽ 小田豊二／文 タムラフキコ／絵 柏書房 774.04/ｵ/

これからはじめるワークショップ 堀公俊／著 日本経済新聞出版社 S 809.6/ﾎ/

教科書では教えてくれないゆかいな語彙力入門 今野真二／著 河出書房新社 B 814/ｺ/

角野栄子エブリデイマジック 角野栄子／著 平凡社 G 910.268/ｶ/

天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐貴久／著 PHP研究所 913.6/ｲ/

定価のない本 門井慶喜／著 東京創元社 913.6/ｶ/

院長選挙 久坂部羊／著 幻冬舎 B 913.6/ｸ/

犯人選挙 深水黎一郎／著 講談社 913.6/ﾌ/

遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内悠介／著 祥伝社 913.6/ﾐ/

廉太郎ノオト 谷津矢車／著 中央公論新社 913.6/ﾔ/

逃亡小説集 吉田修一／著 KADOKAWA 913.6/ﾖ/

戦下の淡き光 マイケル・オンダーチェ／著 作品社 933.7/ｵ/

ケミストリー ウェイク・ワン／著 新潮社 933.7/ﾜ/

　　　　　　　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


