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‣月  曜  日 

‣祝 日 の 振 替 

‣臨時休館（本館） 

令和元年１２月２９日（日）～令和２年１月４日（土） 

６日・２０日・２７日 

１４日（火） 

 １８日（土）～３１日（金） 

 

 
 

 
 

あ 
祝日開館 

※本館は、エレベーターの改修工事及び蔵書点検のため臨時休館します。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：１８日（土）～２６日（日） 

           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 

１３日（月） 開館時間 午前９時３０分から午後５時まで 

※狭山ヶ丘分館は、１２日（日）・１３日（月）は狭山ヶ丘コミュニティセンター受水槽

改修工事のため休館します。 

※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、１３日（月）は休館します。

また、２９日（水）は館内整理のため休館します。 

 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） 
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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  

2020.1 

 
所沢市立 
所沢図書館 

※   は 

休館日です 

図書館は５日から開館です。 

今年もどうぞよろしく 

お願いします！ 

ﾊﾟ 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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新春企画　本の福袋 紙芝居と音読を楽しむ時間

▶日時　　1月５日（日）午前9時30分から  ※なくなり次第終了

▶場所　　柳瀬分館

▶対象　　乳幼児・小学生・一般

▶定員　　30名（当日先着順）

▶内容　　対象ごとに、図書館員がおすすめする本が３冊ず

　　　　　つ入った貸出福袋を、全部で30袋用意していま

　　　　　す。

▶問い合わせ：柳瀬分館　☎２９４４－４０２３

▶日時　　1月21日（火）・28日（火）

　　　　　  午後2時から（１時間３０分程度）

　　　　　      ※21日・28日の内容は違います。

▶場所　　老人福祉センターあづま荘（共催）

▶講師　　吾妻分館職員

▶対象　　60歳以上

▶定員　　30名（事前申込不要・先着順）

▶問い合わせ：吾妻分館　☎２９２４－０２４９

高齢者対象　　将棋を楽しもう！ 本館　参考室の新聞縮刷版などのご利用について

▶日時　　1月28日（火）　午後1時から

▶場所　　老人福祉センター緑寿荘（共催）

▶講師　　及川拓馬（おいかわ　たくま）六段

▶対象　　60歳以上

▶定員　　30名（事前申込制・先着順）

▶申込　　1月5日（日）午前9時30分から新所沢分館にて

              受付（電話申込可）

▶問い合わせ：新所沢分館　☎２９２９－１９０５

▶日時　2月1日（土）～3月31日（火）　（予定）

　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。これにより上記の期

間、2019年分の新聞縮刷版は、ご利用できません。ご理解・

ご協力の程、よろしくお願いいたします。

　新聞原紙及びデータベース(読売新聞・朝日新聞・日本経済

新聞）の閲覧は可能です。

▶問い合わせ：本館　参考室　☎２９９５－６３１１

　　　　　　　　監督：フランコ・ゼフィレッリ　原作：シャーロット・ブロンテ　出演：シャルロット・ゲンズブール　ほか

1月以降の催し物・お知らせ

　　     1月の市民映画会　所沢分館 1階多目的会議室　　　　　　　　　午後2時～　定員：60名（満席の場合入場不可）

　11日（土）　 高橋玄洋ドラマ上映会『さよなら三角またきて四角7・8』1982年 　90分

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

　12日（日）　『ジェイン・エア』1996年（イギリス）　113分

本館エレベーター工事に伴う臨時休館のお知らせ

▶休館期間　　　　　　　　1月18日（土）～31日（金）

▶臨時窓口開設期間　　　　1月18日（土）～26日（日）　午前9時30分～午後5時　　　※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

　エレベーター工事に伴い、本館は上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。

▶問い合わせ：所沢図書館　本館　☎２９９５－６３１１

　19日（日）　『椿三十郎』1962年（日本）　96分

　　　　　　　　監督：黒澤明　　　出演：三船敏郎　仲代達矢　ほか

           1月のこども映画会　所沢分館 1階多目的会議室　　　　　　　　午前11時～　定員：60名（満席の場合入場不可）

　12日（日）　『フランダースの犬』（アニメ）　35分

　19日（日）　『ピングー・コレクション　vol.2』（アニメ）　37分
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第2土曜日
今月はおやすみです。

かみしばいの会

第２土曜日
11日　午後２時～　4歳～

親子おはなし会

第3金曜日

17日　午前１０時３０分～

乳幼児とその保護者

かがくあそび

第２土曜日

牛乳パックで「ふしぎな筒」をつくろう！

11日　午後３時～　小学生～

※当日先着15名

所沢分館 ☎２９２３-１２４３ 新所沢分館 ☎２９２９-１９０５

おはなし会

第２・３土曜日

   11日・18日

午前１０時３０分～　３歳～

おはなし会

第２日曜日

第３土曜日

 　　 12日　午前１１時～　３歳～

　    　18日　午後３時～　 ３歳～

子育てサロンへの

出張親子おはなし会

奇数月第4火曜日

28日　午前10時40分～

狭山ヶ丘分館 ☎２９４９-１１９３ 富岡分館 ☎２９４３-３６３６

おはなし会

第2・３・4土曜日

11日・18日・25日

午前10時30分～　3歳～

　すいようびの

　　　おはなし会

第３・4・５水曜日

15日・22日・29日

こぐまおはなし会 午後3時10分～ 2～3歳

ぺんぎんおはなし会 午後4時10分～ 3～6歳

おはなし会

第３土曜日
18日  午後２時～　３歳～

親子おはなし会

第2水曜日
   8日　午前１０時２０分～

吾妻分館 ☎２９２４-０２４９ 柳瀬分館 ☎２９４４-４０２３

おはなし会

第2・4土曜日

  11日・25日

午前１１時～　３歳～

１１日は「むかしあそび」もします。

おはなし会

第2・３・4土曜日

11日・18日・25日

午前１０時３０分～　※2５日は紙芝居

椿峰分館 ☎２９２４-８０４１ 松井小学校図書館 ☎２９９２-２７９６

おはなし会

第2・4土曜日

11日・25日

午前１０時３０分～　４歳～

おはなし会

第３土曜日

  18日　午前１１時～　４歳～

おはなし・ミニ工作など

親子おはなし会

第2木曜日

9日

午前１１時～　乳幼児とその保護者

 工作教室
11日（土）・26日（日）

午前１０時３０分～　５歳～

親子おはなし会

第３水曜日

15日

午前１１時～　乳幼児とその保護者

親子おはなし会

第4金曜日

　 24日　午前１０時３０分～

乳幼児とその保護者

1月のこども向け定例行事

  10日　午前１０時３０分～

乳幼児とその保護者

※同日午前１０時～１２時は

赤ちゃんタイム

17日

①午前１０時３０分～　②午後２時～

乳幼児とその保護者

※各回とも内容は同じです

親子おはなし会

第3水曜日

15日

午前１０時３０分～　乳幼児とその保護者

親子おはなし会

第3金曜日

親子おはなし会

第2金曜日

親子おはなし会

第3金曜日

17日

午前１０時～　乳幼児とその保護者

「ひとりではねつき」

を作ろう！

-3-



1月のこどもむけ特別行事

新所沢まちづくりセンター2階　和室１号

★「かるた大会」★

狭山ヶ丘分館　8日（水）午後２時～　小学生～

※すみれ児童館２階

所沢郷土かるたを使用します。直接会場へ来てください。

★かっぴークラブ　新春かるた会★

柳瀬分館　18日（土）午後２時～　小学生以上

※事前申込制（先着３０名）　5日（日）～受付、電話可

※柳瀬まちづくりセンター　和室

 新所沢分館　26日（日）午後２時～

松井小学校図書館　5日（日）午前10時30分～

※当日先着１０名　小学生（未就学児は保護者同伴）　

 子ども～大人まで （未就学児は保護者同伴）

※事前申込制（先着２０名）5日（日）～申込受付、電話可

冬のおはなし、手あそびうた、かるた会を行います！

★第八回　新所沢かるた大会 ★

声にエコーがかかる、おもしろいマイクをつくるよ！

★新春おたのしみ会★

椿峰分館　18日（土）午前１０時３０分～

※椿峰コミュニティ会館別館　和室

★むかしあそびの会　コマであそぼう！★

所沢分館　13日（月）午後２時～　3歳～

※時間内出入り自由

ダンボールでおおきなこまをつくったり、いろいろなこまをまわして遊びます。

★本の福袋★

富岡分館　5日（日）～なくなり次第終了

児童、一般向けそれぞれあります。

◆冬休み かがくあそび　「エコーマイク」をつくろう!◆

あけましておめでとうございます。図書館では今年も楽しいイベントを開催して

います。１月はかるた大会やコマあそびなどを行います。

２０２０年もたくさんイベントに参加して、たくさん本を読んでください♪
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AIの時代と法 小塚荘一郎／著 岩波書店 S 007.3/ｺ/

子どもの心を動かす読み聞かせの本とは 岡崎一実／共編 野口武悟／共編 日外アソシエーツ G 019.53/ｺ/

本の索引の作り方 藤田節子／著 地人書館 021.4/ﾌ/

「少年」「少女」の誕生 今田絵里香／著 ミネルヴァ書房 051.8/ｲ/

美しさと魅力の心理 三浦佳世／編著 河原純一郎／編著 ミネルヴァ書房 141.51/ｳ/

日本の神話を考える 上田正昭／著 吉川弘文館 164.1/ｳ/

歴史探究のヨーロッパ 佐藤彰一／著 中央公論新社 S 198.22/ｻ/

君主号の世界史 岡本隆司／著 新潮社 S 209/ｵ/

100年前から見た21世紀の日本 大倉幸宏／著 新評論 210.69/ｵ/

地質学者ナウマン伝 矢島道子／著 朝日新聞出版 289.3/ﾅ/

奥多摩・奥武蔵・奥秩父 高橋正／著 埼玉新聞社 291.365/ﾀ/

パレスチナを生きる 渡辺丘／著 朝日新聞出版 302.279/ﾜ/

右脳思考を鍛える 内田和成／著 東洋経済新報社 336.2/ｳ/

退職代行 小澤亜季子／著 SBクリエイティブ S 366.2/ｵ/

8050問題 黒川祥子／著 集英社 367.7/ｸ/

河童の日本史 中村禎里／著 筑摩書房 B 388.1/ﾅ/

世界の起源 ルイス・ダートネル／著 河出書房新社 450/ﾀﾞ/

光る化石 土屋香／著 土屋健／監修 日東書院本社 457/ﾂ/

野鳥観る撮るハンドブック 堀内洋助／写真・文 東京新聞 488.1/ﾎ/

脳にいい!通勤電車の乗り方 加藤俊徳／著 交通新聞社 S 498.39/ｶ/

発明と技術の百科図鑑 DK社／編著 原書房 502/ﾊ/

負ける建築 隈研吾／著 岩波書店 B 520.4/ｸ/

リピートしたくなる棒針編みの冬小物 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 594.3/ﾘ/

冬つまみ 重信初江／著 池田書店 596/ｼ/

部屋で楽しむきのこリウムの世界 樋口和智／著 家の光協会 627.8/ﾋ/

いくつになってもこのコといっしょ 徳田竜之介／監修 小学館クリエイティブ 645.6/ｲ/

大江戸趣味風流名物くらべ 吉村武夫／著 平凡社 B 672.136/ﾖ/

お江戸ののれん 鈴木進吾／文・写真 柘植書房新社 674.8/ｽ/

正倉院宝物の構造と技法 西川明彦／著 中央公論美術出版 702.135/ﾆ/

書　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類

2020.1

B→文庫 G→児童図書研究本 Ｓ→新書
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ピカソの私生活 オリヴィエ・W.ピカソ／著 西村書店 723.36/ﾋﾞ/

クラシック名曲の条件 諸井誠／著 講談社 B 760.8/ﾓ/

聖者のレッスン 四方田犬彦／著 河出書房新社 778.04/ﾖ/

おなかぺこぺこオノマトペ きのとりこ／著 千倉書房 810.7/ｷ/

最強の武器になる「敬語」便利帳 知的生活研究所／著 青春出版社 B 815.8/ｻ/

すぐに話せる!韓国語会話 金孝珍／監修 ナツメ社 829.178/ｽ/

伊勢物語 大井田晴彦／校注 三弥井書店 913.32/ｵ/

少女奇譚 朝倉かすみ／著 KADOKAWA B 913.6/ｱ/

死刑囚メグミ 石井光太／著 光文社 913.6/ｲ/

牛鬼の滝 宇江敏勝／著 新宿書房 913.6/ｳ/

それ以上でも、それ以下でもない 折輝真透／著 早川書房 913.6/ｵ/

大きな鳥にさらわれないよう 川上弘美／著 講談社 B 913.6/ｶ/

自由は死せず 門井慶喜／著 双葉社 913.6/ｶ/

皇帝と拳銃と 倉知淳／著 東京創元社 B 913.6/ｸ/

ノスタルジア 小池真理子／著 双葉社 B 913.6/ｺ/

犯人は、あなたです 新堂冬樹／著 河出書房新社 913.6/ｼ/

音に聞く 高尾長良／著 文藝春秋 913.6/ﾀ/

ともがら<朋輩> 中原文夫／著 作品社 913.6/ﾅ/

お菓子放浪記 西村滋／著 社会評論社 913.6/ﾆ/

うたかた姫 原宏一／著 祥伝社 913.6/ﾊ/

小さな場所 東山彰良／著 文藝春秋 913.6/ﾋ/

サイレント・ブルー 樋口明雄／著 光文社 913.6/ﾋ/

ブルーブラッド 藤田宜永／著 徳間書店 913.6/ﾌ/

月の落とし子 穂波了／著 早川書房 913.6/ﾎ/

謎物語 北村薫／著 東京創元社 B 914.6/ｷ/

量子魔術師 デレク・クンスケン／著 早川書房 B 933.7/ｸ/

十二の奇妙な物語 サッパー／著 論創社 933.7/ｻ/

赤毛のレドメイン家 イーデン・フィルポッツ／著 東京創元社 B 933.7/ﾌ/

トルストイの子どもたち セルゲイ・トルストイ／著 成文社 980.28/ﾄ/

書　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類

2020.1

B→文庫
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