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は休館となります。 
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《開館時間》 本館 火曜日 午前９時３０分から午後８時まで 
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土曜日・日曜日 午前９時３０分から午後５時まで 
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所沢市立 

所沢図書館 

※    は休館日です 

本館では７月～９月は 

火曜日午後８時まで開館

しています。 

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 

休館日 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 
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　19日（日）　『がんばれスイミー』（アニメ）　26分

　12日（日）　『最高の人生のつくり方』　2014年　（アメリカ）　94分

　　　　　　　　監督：ロブ・ライナー　出演：マイケル・ダグラス　ダイアン・キートン

　19日（日）　『ネコナデ』　2008年　（日本）　85分

　　　　　　　　監督：大森美香　出演：大杉漣　青山倫子　黒川芽以

7月のこども映画会　所沢分館 1階多目的会議室　午前11時開演　定員：20名（事前申込制・先着順）

7月1日（水）午前9時30分から所沢分館にて受付（電話申込可☎2923-1243）

　12日（日）　『ブレーメンのおんがくたい』ほか全３話（影絵劇）　39分

　7月の市民映画会　所沢分館 1階多目的会議室　　午後2時開演　定員：20名（事前申込制・先着順）

7月1日（水）午前9時30分から所沢分館にて受付（電話申込可☎2923-1243）

7月以降の催し物・お知らせ

図書館での行事　順次再開のお知らせ

　　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、図書館行事・イベントを中止しておりましたが、７月１日から、

　定例の行事の一部を順次再開いたします。再開する行事の詳細は、所沢図書館ホームページ等で、ご確認いただ

　けます。

      また、全ての行事において、参加受付簿の記入をお願いしておりますので、ご協力をお願いいたします。

　　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おりますが、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。

本館　夏季期間中の火曜日の開館時間延長について

　　本館では、7月から9月の間、夜間開館日（毎週火曜日）の開館時間を午後８時まで延長いたします。

　なお、各分館は通常通りの開館時間ですので、お間違えのないようにご来館ください。
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第2・3・4土曜日

かみしばいの会

第１土曜日

4日　午後2時～

4歳～　3階集会室

※当日申込制先着20名

親子おはなし会

第3金曜日
今月はおやすみです。

かがくあそび

第１土曜日

バランストンボをつくろう！

4日　午後3時～

小学生～　3階集会室

※当日申込制先着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

   4日・18日

午前 10時30分～　3歳～

※当日申込制先着6名

親子おはなし会

第2金曜日
今月はおやすみです。

狭山ヶ丘分館 ☎２９４９-１１９３ 富岡分館 ☎２９４３-３６３６

おはなし会

第4土曜日

25日

午前10時30分～　3歳～

　すいようびの

　　　おはなし会

第２・３・4水曜日

　8日・15日・22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

※当日先着7名

おはなし会

第１・３土曜日

４日・18日  午後2時～　3歳～

※当日先着7名

親子おはなし会

第2水曜日
今月はおやすみです。

吾妻分館 ☎２９２４-０２４９ 柳瀬分館 ☎２９４４-４０２３

おはなし会

第2・4土曜日
今月はおやすみです。

おはなし会

第１・２・4土曜日

4日・11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11時00分～　4歳～
おはなし会  今月はおやすみです。

親子おはなし会 今月はおやすみです。

 工作教室
11日（土）

午前10時30分～　5歳～

親子おはなし会

第３水曜日
今月はおやすみです。

親子おはなし会

第4金曜日
今月はおやすみです。

７月のこども向け定例行事

今月はおやすみです。

親子おはなし会

第3水曜日
今月はおやすみです。

親子おはなし会

第1・3金曜日

親子おはなし会 今月はおやすみです。

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～

11日・18日・25日

午後2時～　　　 4歳～

午後3時30分～　小学生～

3階集会室　※当日申込制先着20名

「つつがたUFOを

飛ばそう！」
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本館　5日（日）午後2時30分～　4歳～

3階集会室

※当日申込制　先着20名

狭山ヶ丘分館　8月5日（水）午後1時30分～

狭山ヶ丘コミュニティセンター2階　調理室

5歳～（ひとりで参加できる子）

※事前申込制（先着8名）18日（土）～申込受付、電話可

★かがくあそび★

もぐってうかんで ふしぎなボトル

吾妻分館　8月1日（土）午後２時～3時

6歳～（未就学児は保護者同伴）

吾妻まちづくりセンター2階　学習室2・3号

※事前申込制（先着10名）11日（土）～申込受付、電話可

★はじめての虫かんさつ★

吾妻分館　8月9日（日）

①午前10時30分～11時30分　②午後2時～3時

4歳～（未就学児は保護者同伴）

吾妻まちづくりセンター2階　学習室2・3号

※事前申込制（各回10名）18日（土）～申込受付、電話可

★なつのおたのしみ会★

 柳瀬分館　18日（土）午前10時30分～11時　3歳～

柳瀬分館　学習室2号

おはなしと工作「うちあげはなびらっかさん」をやります。

※事前申込制（先着10名）4日（土）～申込受付、電話可

★○×クイズに挑戦！★

椿峰分館　23日（木）～８月30日（日）

どなたでも参加できます。

椿峰分館　児童コーナー

本を借りて○×クイズに挑戦しよう！3つ正解するとプレゼントがあるよ♪

★こわいおはなし会★

狭山ヶ丘分館　11日（土）午後3時～

ひとりでおはなしがきける子・マスクができる子

狭山ヶ丘コミュニティセンター2階　第1・第2集会室

※事前申込制（25名）6月27日（土）～申込受付、電話可

★なつやすみ工作会★

「カラフルスライムであそぼう！」

7月のこどもむけ特別行事

★夏のスペシャルおはなし会★

新所沢分館　25日（土）午後3時～　3歳～

※事前申込制（定員10名）15日（水）～申込受付、電話可

★かがくあそび工作会★

～キラキラ万華鏡をつくろう～

新所沢分館　8月1日（土）

①午後1時～2時　②午後3時～4時　小学生～

新所沢まちづくりセンター2F　絵画工芸室

※事前申込制（各回10名）11日（土）～申込受付、電話可

★七夕おはなし会★

本館　8月5日（水）

午前10時～11時

小学生～（小学3年生以下は保護者同伴）

3階集会室

※事前申込制（15名）22日（水）～申込受付、電話可

★夏休みかがくあそびスペシャル★

たたきざるをつくろう！

★かがくあそび★

偏光板万華鏡をつくって光のヒミツを知ろう！

所沢分館　8月2日（日）

①午前10時30分～12時　②午後3時～4時30分

5歳～（未就学児は保護者同伴）

1階多目的室

※事前申込制（各回6組）18日（土）～申込受付、電話可

図書館では、夏にぴったりの楽しいイベントを開催します！

夏の特別なおはなし会やかがくあそびなど、

館ごとに開催するイベントは様々です。

マスクをきちんとして、図書館にぜひ遊びに来てください！
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2020.7

書　　　名 著　者　名 出　版　社

20歳(ハタチ)の読書論 和田渡／著 晃洋書房 019.2/ﾜ/

インターネットビジネスの著作権とルール 福井健策／編 著作権情報センター 021.2/ｲ/

<美しい本>の文化誌 臼田捷治／著 Book & Design 022.57/ｳ/

いま死の意味とは トニー・ウォルター／著 岩波書店 114.2/ｳ/

大宮氷川神社と氷川女體神社 野尻靖／著 さきたま出版会 175.934/ﾉ/

陸海の交錯 檀上寛／著 岩波書店 S 222.058/ﾀﾞ/

才女の運命 インゲ・シュテファン／著 フィルムアート社 280.4/ｼ/

利尻礼文 　（地球の歩き方JAPAN） ダイヤモンド・ビッグ社 291.09/ﾁ/

わかりやすい訴訟のしくみ 石原豊昭／著 自由国民社 327/ｲ/

子供が消えゆく国 藤波匠／著 日経BP S 334.31/ﾌ/

社会学史入門 社会学-歴史 仲川秀樹／編著 ミネルヴァ書房 361.2/ﾅ/

他人とうまくやっていく コミュニケーション
アラン・ピーズ／著

バーバラ・ピーズ／著
サンマーク出版 361.454/ﾋﾟ/

佐々木正美の子育て百科 2 佐々木正美／著 大和書房 379.9/ｻ/2

日本のお弁当文化 権代美重子／著 法政大学出版局 383.81/ｺﾞ/

晴れたら空に骨まいて 川内有緒／[著] 講談社 B 385.6/ｶ/

歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験 川村康文／著 オーム社 407/ｶ/

13歳からの環境問題 志葉玲／著 かもがわ出版 451.85/ｼ/

フィールドで使える図説植物検索ハンドブック 埼玉県絶滅危惧植物種調査団／著 さきたま出版会 470.38/ﾌ/

中高生の身長を伸ばす7つの習慣
佐藤智春／著

黒川伊保子／著
主婦の友社 493.91/ｻ/

熱中症を防ごう 堀江正知／著 中央労働災害防止協会 498.8/ﾎ/

図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 519/ｽﾞ/

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!インターネット&メール超入門 門脇香奈子／著 技術評論社 547.483/ｶ/

ユニバーサルファッション
見寺貞子／著

笹崎綾野／著
繊研新聞社 589.2/ﾐ/

体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒200 福光佳奈子／著 秀和システム 596.7/ﾌ/

分　類
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今さら聞けない肥料の話きほんのき 農文協／編 農山漁村文化協会 613.4/ｲ/

庭師の匠が説く日本庭園の魅力 小口基實／著 新泉社 629.21/ｵ/

おもてなしの日本語 基本編
林千賀／著  齋藤貢／著

羽鳥美有紀／著
アスク出版 673.3/ｵ/

妖怪絵草紙と怪談で楽しく学ぶ!「くずし字」読解のポイント 山本明／著 メイツユニバーサルコンテンツ 728.5/ﾔ/

子どもに水泳を教える50のコツ 長谷優／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 785.22/ｺ/

50代からはじめるトレッキングサポートBOOK ネコ・パブリッシング H 786.1/ｺﾞ/20

いちばんやさしいキャンプ入門 長谷部雅一／監修 新星出版社 786.3/ｲ/

日本の美しい言葉辞典 梅内美華子／監修 ナツメ社 814/ﾆ/

入門平安文学の読み方 保科恵／著 新典社 910.23/ﾎ/

万葉集愛の100首 中西進／著 宝島社 911.125/ﾅ/

龍太俳句入門 飯田龍太／著 角川文化振興財団 911.3/ｲ/

パライゾ 阿川せんり／著 光文社 913.6/ｱ/

透明人間は密室に潜む 阿津川辰海／著 光文社 913.6/ｱ/

立花三将伝 赤神諒／著 講談社 913.6/ｱ/

銀色の国 逸木裕／著 東京創元社 913.6/ｲ/

覆面作家 講談社ノベルス 大沢在昌／著 講談社 913.6/ｵ/

コミックス作家川村リリカ 片岡義男／著 中央公論新社 913.6/ｶ/

日本沈没 上・下 小松左京／[著] KADOKAWA B 913.6/ｺ/

燃えよ剣 土方歳三-小説 司馬遼太郎／著 文藝春秋 913.6/ｼ/

芥川賞候補傑作選 戦前・戦中編 鵜飼哲夫／編 春陽堂書店 913.68/ｱ/

あのころ、早稲田で 中野翠／著 文藝春秋 B 914.6/ﾅ/

サパにて パンヒョンソク／著 クオン 929.13/ﾊﾞ/

アンドロメダ病原体-変異- 上・下
マイクル・クライトン／[原]著

ダニエル・H.ウィルソン／著
早川書房 933.7/ｳ/

予告殺人 アガサ・クリスティー／著 早川書房 B 933.7/ｸ/

理由のない場所 イーユン・リー／著 河出書房新社 933.7/ﾘ/

私たちの生涯の最良の時 アントーニオ・スクラーティ／著 青土社 973/ｽ/

ポーランド・ポズナンの少女たち
田村和子／著

スプリスガルト友美／著
未知谷 989.8/ﾑ/
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