
  

 ‣月  曜  日 

‣祝 日 の 振 替 

‣図 書 整 理 日 

‣臨時休館（分館） 

３日・１０日・１７日 

２５日（火） 

２６日（水） ※毎月最終水曜日 

 ４日（火）～７日（金） 

 

祝日開館 

※４日（火）～７日（金）各分館は図書整理期間のため休館いたします。 

１１日（火）・２４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、１１日（火）は狭山ヶ丘コミュニティセンター定期清掃のため休館

いたします。 

※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、１１日（火）・２４日（月）

は休館となります。 

 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 

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 

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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所沢市立 
所沢図書館 

※    は休館日です 

寒い日が続きますね。 

風邪を引かないよう体調 

管理に気を配りましょう。 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

休館日 

《開館時間》 

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 
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本館　参考室の新聞縮刷版などのご利用について 分館の図書整理期間のお知らせ

▶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

▶日時　2月4日（火）～7日（金）

　　　　 蔵書点検のため、各分館は休館いたします。

　　　　カウンターでの貸出・返却等のご利用ができなくなり

　　　ますのでご注意ください。

　　　　なお、コンビニでの受取、ホームページからの予約、

　　　返却ポストはご利用いただけます。

高齢者対象　ブックトーク　～本で知る陶磁器の世界～ 第2回おとなの工作会：おりがみ教室

▶日時　２月13日（木）　午後２時から

▶場所　老人福祉センター緑寿荘（共催）

▶講師　新所沢分館職員

▶対象　60歳以上

▶定員　15名（事前申込制・先着順）

▶申込　2月1日（土）午前9時から

　　　　老人福祉センター緑寿荘にて 受付（電話申込可）

▶問い合わせ：老人福祉センター緑寿荘　☎２９２８－８４１５

▶日時　２月21日（金）　午後1時30分から

▶場所　新所沢まちづくりセンター　学習室２号

▶講師　松原和子氏(日本折紙協会講師）

▶対象　大人

▶定員　10名（事前申込制・先着順）

▶申込　2月11日（火）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

利用者懇談会 おそうじ講座～お家をピカピカにしよう～

　図書館サービスの向上のため、広く利用者の皆様からのご意

見を伺う懇談会を開催します。

▶日・場所

　　2月12日(水)   柳瀬分館      2月13日(木)   狭山ヶ丘分館

　　2月16日(日)   椿峰分館      2月19日(水)   所沢分館

　　2月27日(木)   新所沢分館   2月29日(土)   本館

　　3月  3日(火)   吾妻分館      3月   4日(水)   富岡分館

▶対象　図書館利用者

▶問い合わせ：詳しくは、各図書館へお問い合わせください。

▶日時　3月14日（土）　午後2時から

▶場所　新所沢まちづくりセンター　料理講習室

▶講師　椎野悦子氏(日本ハウスクリーニング協会講師)

▶対象　大人

▶定員　20名（事前申込制・先着順）

▶申込　2月11日（火）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

　

　　　　　　　　監督：ジョン・フォード　原作：ジェイムズ・ワーナー・ベラ　出演：ジョン・ウェイン　ほか

2月以降の催し物・お知らせ

　　     2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）

　  1日（土）　 高橋玄洋ドラマ上映会『さよなら三角またきて四角9・10』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　

    ９日（日）　『黄色いリボン』1949年（アメリカ）　104分

　16日（日）　『アヒルと鴨のコインロッカー』2006年（日本）　110分

　　　　　　　　監督：中村義洋　　　原作：伊坂幸太郎　　　出演：濱田岳　瑛太　関めぐみ　ほか

           ２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）

　  9日（日）　『サスケ』（アニメ）　23分

　16日（日）　『チップとデール』（アニメ）　33分
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第2・3・4・5土曜日

　　8日・15日・22日・29日

　　　午後2時～　　　 4歳～

　　　午後3時30分～　小学生～

かみしばいの会

第1土曜日
1日　午後2時～　4歳～

親子おはなし会

第2金曜日

※通常は第３金曜日

14日　午前10時30分～

乳幼児とその保護者

かがくあそび

第1土曜日

「だんだんダンボールＢＯＸ」をつくろう！

1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 1・ 3土曜日

   1日・ 15日

午前 10時 30分～ 3歳～

おはなし会

第2日曜日

 

9日

午前11時～　3歳～

狭山ヶ丘分館 ☎２９４９-１１９３ 富岡分館 ☎２９４３-３６３６

おはなし会

第1・2・3・4土曜日

1日・8日・15日・22日

午前10時30分～　3歳～

　すいようびの

　　　おはなし会

　第2・３水曜日

12日・19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

吾妻分館 ☎２９２４-０２４９ 柳瀬分館 ☎２９４４-４０２３

おはなし会

第2・4土曜日

  8日・22日

午前11時～　3歳～

おはなし会

第1・2・3・4・5

土曜日

1日・8日・15日・22日・29日

午前10時30分～　※29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4土曜日

22日

午前10時30分～　4歳～

おはなし会

第1日曜日

  　2日　午前11時～　4歳～

絵本の読み聞かせ

ミニ工作「めだまくるくるおに」など

親子おはなし会

第2木曜日

13日

午前11時～　乳幼児とその保護者

 工作教室

第２土曜日

第４日曜日

「ウグイスの声」を作ろう！

8日・23日

午前10時30分～　5歳～

親子おはなし会

第1日曜日

２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

　 28日

午前 10時 30分～

乳幼児とその保護者

2月のこども向け定例行事

21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

19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3金曜日

21日

午前10時～　乳幼児とその保護者

親子おはなし会

第2金曜日

  14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

おはなし会

第1・３土曜日

1日・15日

午後2時～　3歳～
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★節分おはなしかい★

本館　2日（日）午後2時30分～　小学生までの子とその保護者

絵本やすばなし、クイズなどをやるよ♪

★おはなし会スペシャル「ゆきのせかいをたのしもう♪」★

雪や冬にまつわるお話や紙芝居、工作などを行います！

★とこぶん工作会　かんたん空き箱めいろ★

所沢分館　15日（土）午前11時15分～　3歳～

※所沢分館おはなし会室

※当日先着30名

※当日先着20名

どなたでも　

　　「ふゆのこわ～いおはなし会」をやるよ。

2月のこどもむけ特別行事

※狭山ヶ丘コミュニティセンター２階　学習室　

★おはなし会スペシャル★

松井小学校図書館　15日（土）午前11時～　４歳～

★やなっぴー＆かっぴーのおはなしかい★

柳瀬分館　20日（木）午後3時30分～　3歳～

※やなぎ児童館　図書室

 狭山ヶ丘分館　29日（土）午前11時15分～

椿峰分館　8日（土）午前10時30分～

５歳以上（７歳以下は保護者同伴）

※事前申込制（先着7名）15日（土）～申込受付、電話可

空き箱でめいろをつくって遊びます。

★工作・科学あそびの会「ケロケロ歌うカエルを作ろう」★

こんにちは。2月は節分やバレンタインがあるね。

図書館では、節分おはなし会や、バレンタインの本の展示もするので、

あそびにきてね♪
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カメラとにっぽん 日本カメラ博物館／編著 国書刊行会 740.21/ｶ/

ミヤザキワールド スーザン・ネイピア／著 早川書房 778.77/ﾈ/

山の安全管理術 木元康晴／著 山と溪谷社 S 786.18/ｷ/

書けるひとになる! ナタリー・ゴールドバーグ／著 扶桑社 801.6/ｺﾞ/

知っておくと役立つ街の変な日本語 飯間浩明／著 朝日新聞出版 S 810.4/ｲ/

あて字の素姓 田島優／著 風媒社 811.2/ﾀ/

「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷裕子／編 東京堂出版 815.8/ﾆ/

直筆の漱石 川島幸希／著 新潮社 910.268/ﾅ/

海と空のあいだに 石牟礼道子／著 弦書房 911.168/ｲ/

星と祭 井上靖／作 能美舎 913.6/ｲ/

黒鳥の湖 宇佐美まこと／著 祥伝社 913.6/ｳ/

総選挙ホテル 桂望実／著 KADOKAWA B 913.6/ｶ/

やめるときも、すこやかなるときも 窪美澄／著 集英社 B 913.6/ｸ/

僕のなかの壊れていない部分 白石一文／著 文藝春秋 B 913.6/ｼ/

如何様 高山羽根子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾀ/

遠の眠りの 谷崎由依／著 集英社 913.6/ﾀ/

三の隣は五号室 長嶋有／著 中央公論新社 B 913.6/ﾅ/

瓦礫の死角 西村賢太／著 講談社 913.6/ﾆ/

天象の檻 葉月十夏／著 早川書房 913.6/ﾊ/

涙をなくした君に 藤野恵美／著 新潮社 913.6/ﾌ/

分かれ道ノストラダムス 深緑野分／著 双葉社 B 913.6/ﾌ/

ノノちゃんとママのおはなし 松本春野／文・絵 清流出版 913.6/ﾏ/

高野山 山本音也／著 小学館 913.6/ﾔ/

リボンの男 山崎ナオコーラ／著 河出書房新社 913.6/ﾔ/

本日のメニューは。 行成薫／著 集英社 B 913.6/ﾕ/

ギーターンジャリ ラビンドラナート・タゴール／著 未知谷 929.851/ﾀ/

魔法のサーカスと奇跡の本 エリカ・スワイラー／著 東京創元社 933.7/ｽ/

バービカンの秘密 J.S.フレッチャー／著 論創社 933.7/ﾌ/

鏡のなかの鏡 ミヒャエル・エンデ／著 岩波書店 943.7/ｴ/

書　　　名 著　者　名 出　版　社 分　類

2020.2

B→文庫 Ｓ→新書
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