
  

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 

‣図書整理日 

‣臨 時 休 館 

１日・８日・１５日・２２日・２９日 

２４日 ※毎月最終水曜日 

松井小学校図書館は、当面の間休館となります。 

《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 
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 所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

完全休館していましたが、

今月から開館しました。 

滞在時間は 30 分以内でお

願いします。 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

ホームページアドレス 

休館日 

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 



　

6月以降の催し物・お知らせ

図書館の開館再開および新型コロナウイルス感染症対策に伴う一部利用制限のお知らせ

松井小学校図書館の利用について

　　松井小学校図書館は、地域開放型の学校図書館として2005年に開館し、市内に在住の児童・生徒などが

　利用できるほか、市立図書館の予約本の受け取り・返却場所としてご利用いただけます。その利用に関して

　は、「所沢市立松井小学校の施設開放に関する要綱」で定められており、「学校教育に支障のない範囲で市

　民の利用に供すること」となっています。

　　今回の新型コロナウイルス感染拡大防止策として、学校長及び教育委員会の判断により、

　同校児童以外の図書館の利用や、市立図書館の予約図書等の受け取りを当面の間、停止

　させていただいておりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

　　なお、開館につきましては、所沢図書館ホームページでご案内いたします。

　　所沢図書館本館、７分館（所沢、椿峰、狭山ヶ丘、富岡、吾妻、柳瀬、新所沢）では、新型コロナウイルス

　感染症の拡大防止を目的に臨時休館しておりましたが、緊急事態宣言の解除を受け、６月２日（火）より、

　開館を再開することといたしました。なお、開館にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策の実施のほ

　か、滞在時間を３０分にしていただくなど、一部サービスの利用制限を継続いたします。

　今後の状況に応じて、順次サービスの制限を解除していく予定です。

　１．開館再開日

　　６月２日（火）

　２．引き続き休止・制限するサービス

　　・各館の全ての閲覧席（読書席・読書室を含む）

　　・所沢分館の視聴覚ブース

　　・本館、所沢分館、新所沢分館のパソコン持込み席

　　・飲食コーナー

　　・各館インターネット端末の利用を一人につき３０分までの利用（延長不可）

　　また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間（６月３０日まで）図書館行事・イベント

　を中止させていただきます。

　　７月１日以降の図書館行事・イベントにつきましては、今後の状況をみて、検討させていただきます。

　恐れ入りますが、所沢図書館ホームページ等で、ご確認いただきますようお願いいたします。

　　なお、所沢図書館本館、７分館（所沢、椿峰、狭山ヶ丘、富岡、吾妻、柳瀬、新所沢）では、消毒液の

　設置などを行っていますが、ご来館いただく場合には、マスクの着用や手洗い、咳エチケットの徹底など、

　感染予防対策をお願いいたします。発熱等の風邪症状が見られる場合には、ご来館を控えていただきます

　よう、あわせてお願いいたします。
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書　　　名 著　者　名 出　版　社

勉強の哲学 千葉雅也／著 文藝春秋 B 002/ﾁ/

「つい感情的になってしまう」あなたへ 水島広子／著 河出書房新社 141.6/ﾐ/

図解伊勢神宮 神宮司庁／編・著 小学館 H 175.8/ｽﾞ/

独裁者が変えた世界史　上・下 オリヴィエ・ゲズ／編 原書房 313.8/ﾄﾞ/1

ルポ老人受刑者 斎藤充功／著 中央公論新社 326.52/ｻ/

老後ひとりぼっち 松原惇子／著 SBクリエイティブ L 367.75/ﾏ/

学ぶ環境のつくり方 深谷圭助／著 池田書店 379.9/ﾌ/

夜ふけに読みたい数奇なアイルランドのおとぎ話 長島真以於／監修 平凡社 388.339/ﾖ/

散歩が楽しくなる空の手帳 森田正光／監修 東京書籍 451/ｻ/

生老病死そして生 國森康弘／写真・文 農山漁村文化協会 490.14/ｸ/

社会的ひきこもり 斎藤環／著 PHP研究所 S 493.7/ｻ/

70歳からのらくらく家ごはん 中村育子／著 女子栄養大学出版部 498.59/ﾅ/

どうする!?新型コロナ 岡田晴恵／著 岩波書店 498.6/ｵ/

銭湯空間 今井健太郎／著 KADOKAWA 526.67/ｲ/

カジュアルファッションで決める50代からの男の服選び 大西陽一／監修 ナツメ社 589.2/ｶ/

ベテラン店長がおしえる、きものラクチン着付け術 淡交社編集局／編 淡交社 593.8/ﾍﾞ/

少量でおいしいジッパー袋でかんたん季節の保存食 榎本美沙／著 家の光協会 596/ｴ/

昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 木嶋利男／著 家の光協会 626.9/ｷ/

山手線30駅　 鼠入昌史／著 イカロス出版 686.213/ｿ/

もっと表現が広がる!四季のはがき絵上達のコツ 「四季のはがき絵」編集室／著 メイツユニバーサルコンテンツ 724.1/ﾓ/

カルーセルエルドラド 吉村和敏／著 フォトセレクトブックス H 748/ﾖ/

アカペラで紡ぐゴスペルの歴史 小西慶太／著
ヤマハミュージックエンタ

テインメントホールディングス
767.8/ｺ/

なぁさんの寝たまま座ったままストレッチ なぁさん／著 廣済堂出版 781.4/ﾅ/

切り花を2週間長もちさせるはじめての花との暮らし 谷川文江／著 家の光協会 793/ﾀ/

分　類

Ｂ→文庫 Ｈ→大型本 Ｓ→新書 Ｌ→大活字本



音読で外国語が話せるようになる科学 門田修平／著 SBクリエイティブ S 807/ｶ/

60歳からはじめられるゆっくりていねい旅行英会話 杉本正宣／著 秀和システム 837.8/ｽ/

生きつづけるキキ 斉藤洋／著 講談社 G 910.268/ｶ/

倉本聰の言葉 碓井広義／編 新潮社 S912.7/ｸ/

海の底から 金石範／著 岩波書店 913.6/ｷ/

業平　－小説伊勢物語ー 高樹のぶ子／著 日経BP日本経済新聞出版本部 913.6/ﾀ/

絶対猫から動かない 新井素子／著 KADOKAWA 913.6/ｱ/

未知の鳥類がやってくるまで 西崎憲／著 筑摩書房 913.6/ﾆ/

少年と犬 馳星周／著 文藝春秋 913.6/ﾊ/

地に這うものの記録 田中慎弥／著 文藝春秋 913.6/ﾀ/

暗黒の羊 美輪和音／著 東京創元社 B 913.6/ﾐ/

幻の城 　１・２ 風野真知雄／[著] 大活字文化普及協会 L 913.6/ｶ/1

こんぱるいろ、彼方 椰月美智子／著 小学館 913.6/ﾔ/

御城の事件　ー東日本篇・西日本篇ー 二階堂黎人／編 光文社 B 913.68/ｵ/

旅のつばくろ 沢木耕太郎／著 新潮社 915.6/ｻ/

月光色のチマ 韓勝源／著 書肆侃侃房 929.13/ﾊ/

「クマのプーさん」の世界 小野俊太郎／著 小鳥遊書房 G 930.28/ﾐ/

探偵コナン・ドイル ブラッドリー・ハーパー／著 早川書房 S933.7/ﾊ/

あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット／著 東京創元社 933.7/ﾌﾟ/

オルガ ベルンハルト・シュリンク／著 新潮社 943.7/ｼ/

よそ者たちの愛 テレツィア・モーラ／著 白水社 943.7/ﾓ/

茶室 リシャール・コラス／著 集英社 953.7/ｺ/

時との戦い アレホ・カルペンティエール／著 水声社 963/ｶ/

コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ／著 早川書房 974/ｼﾞ/

レスコフ作品集  １・２ レスコフ／著 群像社 983/ﾚ/1

あさはやくに サロメーヤ・ネリス／著 ふらんす堂 989.91/ﾈ/

女であるだけで ソル・ケー・モオ／著 国書刊行会 995/ｹ/

Ｂ→文庫 Ｓ→新書 Ｇ→児童図書研究本 Ｌ→大活字本


