
  

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 

‣年 末 年 始 
 

‣臨時休館(本 館) 

 

２日、９日、１６日、２３日 

１２月２９日（日）～２０２０年１月４日（土） 
 

:１２月２日（月）～１９日（木）､２７日（金）   
 

 ※本館は、１２月２日（月）～１９日（木）と２７日（金）、エレベーター改修工事の 

ため休館いたします。分館は、通常通り開館します。 
※本館に臨時窓口を開設します。 

臨時窓口の開設期間：１２月３日（火）～１９日（木）月曜日を除く 

臨時窓口の開設時間：午前９時３０分～午後５時 

《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 
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 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

本館はエレベーター改修

工事のため、臨時休館と

なります。 

休館日に気を付けてお越

しください！ 

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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☆年末年始休館のお知らせ  
年末年始の休館期間    １２月２９日（日）～１月４日（土） 

休館に伴う貸出期間の変更 
下記の期間は貸出期間を３週間に変更いたします。           

１２月１５日（日）～１２月２８日（土） 
          ※１月５日（日）から通常の貸出期間（２週間）に戻ります。 
 

■本館エレベーター工事に伴う臨時休館のお知らせ 
エレベーター工事に伴い、本館は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）、２７日（金）/ 

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    ※１２月２７日と月曜日は開設しません。 

臨時窓口（ビジネスコーナー公園側窓部分）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 

７日（土） 
高橋玄洋ドラマ上映会『さよなら三角またきて四角 5・6』  

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  

８日（日） 
『ブラック・レイン』1989 年（アメリカ） 

監督：リドリー・スコット   出演：マイケル・ダグラス  高倉健 
125 分  

１５日（日） 
『カミハテ商店』2012 年（日本） 

監督：山本起也   出演：高橋惠子 寺島進 
10４分  

★１２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 ≪所沢分館≫　　　　　　☎２９２３-１２４３
◆おはなし会◆　（第４土曜日） ◆おはなし会◆　（第１・３土曜日）

　２８日　午後２時～　４歳～ 　７日・２１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） 　２７日　午前１０時３０分～　乳幼児とその保護者

　２０日　午前１０時３０分～　乳幼児とその保護者 ★おはなし会クリスマススペシャル★

★クリスマスおはなし会★　２１日（土）　午後２時３０分～ 　１日（日）　午後２時～　３歳～

　４歳～　※当日先着３０名 ※当日先着４０名　

★クリスマス工作教室　 ★薮内正幸原画展★

「クリスマス立体カード」をつくろう！★   　１８日（水）～２６日（木）　どなたでも

　２２日（日）　午前１０時３０分～　 ≪狭山ヶ丘分館≫   　   ☎２９４９-１１９３
　５歳～（小学３年生以下は保護者同伴） ◆おはなし会◆ （第１・４土曜日）

※当日先着２０名（当日９時３０分～整理券を配布します） 　７日・２８日　午前１０時３０分～　３歳～

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

◆おはなし会◆　（第２日曜日）　８日　午前１１時～　３歳～ 　６日・２０日　乳幼児とその保護者
◆親子おはなし会◆　（第２金曜日） 　①午前１０時３０分～　②午後２時～

　１３日　午前１０時３０分～　乳幼児とその保護者 ★クリスマス会★　１４日（土）　午後２時～

※同日午前１０時～１２時　赤ちゃんタイム　 　どなたでも（乳幼児は保護者同伴）

≪吾妻分館≫  　　　 　☎２９２４-０２４９ ★かざぐるま冬休みシリーズ★

◆おはなし会◆ （第２・４土曜日） 　２１日（土）　午前１０時３０分～

  １４日・２８日　午前１１時～１２時　３歳～ ≪富岡分館≫　　　　　　☎２９４３-３６３６
※１４日はクリスマスおはなし会 ◆おはなし会◆　（第１土曜日） ７日 午後２時～ ３歳～

◆親子おはなし会◆　（第３金曜日） ◆すいようびのおはなし会◆　（第１・２・３水曜日）

　２０日　午前１０時～１１時３０分　　乳幼児とその保護者　 　４日・１１日・１８日

≪椿峰分館≫　　　　　 ☎２９２４-８０４１ 　　こぐまおはなし会　　　午後３時１０分～  ２～３歳

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

　２８日　午前１０時３０分～　４歳～ ★スペシャルおはなし会★

◆親子おはなし会◆ 　２１日（土）　午後２時～　どなたでも

　１日（日） 午前１１時～ 乳幼児とその保護者 ≪柳瀬分館≫　　　　　　☎２９４４-４０２３
★おはなし会スペシャル「クリスマス会」★ ◆おはなし会◆ （第１・２・３・４土曜日）

　１４日（土）　午前１０時３０分～　どなたでも 　７日・１４日・２１日・２８日　午前１０時３０分～ 

≪松井小学校図書館≫  　☎２９９２-２７９６ ※２８日は紙芝居の日

◆おはなし会◆　７日（土） 午前１１時～　４歳～ ◆親子おはなし会◆ （第３水曜日）

　おはなし　絵本の読み聞かせ　ミニ工作 　１８日 　午前１０時３０分～

◆親子おはなし会◆ （第２木曜日） 　乳幼児とその保護者

　１２日 午前１１時～　乳幼児とその保護者 ★かっぴークラブ 

◆工作教室「お正月カード」を作ろう！◆ 　　　クリスマスおはなし会★

　１４日（土）　午前１０時３０分～　５歳～ 　おはなし会と工作会「スノードームをつくろう」

★クリスマスおはなし会スペシャル★ 　２１日(土)　午後２時～　小学生以上

　２２日（日）　午前１１時～　４歳～ ※事前申込制（定員１５名）　７日（土）～受付、電話可　

８日（日） 海外短編アニメ特集『手袋』・『鹿の鈴』（アニメ） ３０分  

１５日（日） 『スノーマン』（アニメ）  ２６分  

★１２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―

 

 

★１２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） 

スノードームの中に入れ

たいもの（フィギュアなど）

を持ってきてね♪ 

 



ドーナツを穴だけ残して食べる方法 大阪大学ショセキカプロジェクト／編 日本経済新聞出版社 B 002/ﾄﾞ/

古い絵本の物語 寺村摩耶子／著 青土社 G 019.53/ﾃ/

文庫本は何冊積んだら倒れるか 堀井憲一郎／著 本の雑誌社 020.4/ﾎ/

ヒトの発達の謎を解く 明和政子／著 筑摩書房 S 143/ﾐ/

縄文の神が息づく一宮の秘密 戸矢学／著 方丈社 175.9/ﾄ/

大人のための「世界史」ゼミ 鈴木董／著 山川出版社 209/ｽ/

狭山湖 宮本八惠子／著 さいたま民俗文化研究所 291.34/ﾐ/

なぜ、人は操られ支配されるのか 西田公昭／著 さくら舎 361.4/ﾆ/

リクルートスーツの社会史 田中里尚／著 青土社 383.1/ﾀ/

美しい幾何学 谷克彦／著 技術評論社 414/ﾀ/

地図帳の深読み 今尾恵介／著 帝国書院 448.9/ｲ/

いい感じの石ころを拾いに 宮田珠己／著 中央公論新社 B 458.04/ﾐ/

産業革命歴史図鑑 サイモン・フォーティー／著 原書房 502/ﾌ/

心躍る立体クリスマス刺しゅう アップルミンツ 594.2/ｺ/

大豆と人間の歴史 クリスティン・デュボワ／著 築地書館 619.6/ﾃﾞ/

老犬たちの涙 児玉小枝／著 KADOKAWA 645.6/ｺ/

子を描く 水墨画塾編集部／編 誠文堂新光社 724.1/ﾈ/

「地元チーム」がある幸福 橘木俊詔／著 集英社 S 780.21/ﾀ/

日本語と論理 飯田隆／著 NHK出版 S 810.1/ｲ/

百年 金子兜太／著 朔出版 911.368/ｶ/

私の家 青山七恵／著 集英社 913.6/ｱ/

島津三国志 井川香四郎／著 徳間書店 913.6/ｲ/

雨とカラス 澤西祐典／著 書肆侃侃房 913.6/ｻ/

月の満ち欠け 佐藤正午／作 岩波書店 B 913.6/ｻ/

ザ・ロイヤルファミリー 早見和真／著 新潮社 913.6/ﾊ/

ロス男 平岡陽明／著 講談社 913.6/ﾋ/

ファーストクラッシュ 山田詠美／著 文藝春秋 913.6/ﾔ/

シンギュラリティ・トラップ デニス・E.テイラー／著 早川書房 B 933.7/ﾃ/

生者と死者に告ぐ ネレ・ノイハウス／著 東京創元社 B 943.7/ﾉ/

　　　　　　　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


