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※    は休館日です 
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夏ですね。 

暑い日が続きますが、本を読
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本館　夏季期間中の火曜日の開館時間延長について

8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しています。再開している行事の詳細は、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。

本の水濡れにご注意ください！

　　この時期は、急な雷雨や台風が心配な季節…。本は水に弱く、一度濡れてふやけてしまうと、二度と元に戻り

　ません。返却時に水濡れの状態がひどい場合には、弁償していただくこともございますので、十分お気を付けく

　ださい。また、カバンに一緒に入れている水筒が漏れたり、冷たいペットボトルの結露が付着することも、水濡

　れの原因となります。持ち運ぶ際はビニール袋に入れるなどして水濡れを防ぎ、次に利用される方が気持ちよく

　ご利用いただけるよう、みなさまのご協力をお願いいたします。

８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）

８月1日（土）午前9時30分から所沢分館にて受付（電話申込可☎2923-1243）

　  9日（日）　『つづきのおはなし』（アニメ）　29分

　16日（日）　『名作童話大全集　おやゆびひめ　ほか』（アニメ）　32分

　　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。

　８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）

8月1日（土）午前9時30分から所沢分館にて受付（電話申込可☎2923-1243）

　  9日（日）　『ライブラリアン』　2008年　（アメリカ）　90分

　　　　　　　　監督：ジョナサン・フレイクス　出演：ノア・ワイリー　ブルース・デイヴィソン

　16日（日）　『次郎長三国志』　2009年　（日本）　126分

　　　　　　　　監督：マキノ雅彦　出演：中井貴一　鈴木京香　北村一輝
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本　館

おはなし会

第2・3・4土曜日

かみしばいの会

第1土曜日

1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
　  今月はおやすみです。

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～　※当日先着6組

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2・4土曜日
今月はおやすみです。

　すいようびの

　　　おはなし会

　第1・2・3水曜日

今月はおやすみです。

おはなし会

第１・３土曜日
今月はおやすみです。

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

8日・22日

午前11時～　3歳～

※当日先着10名

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2・4土曜日

8日・22日

午前11時～　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 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4金曜日
今月はおやすみです。

8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
 　　 9日　午前11時～　3歳～

今月はおやすみです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎２９９５-６３１１
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★こわ～いおはなし会★

本館　13日（木）午後3時～　4歳～

マスクができる子・保護者同伴可

3階集会室　※当日申込制　先着20名

★ゴールをめざせ！とこぶんすごろく★

所沢分館　1日（土）～30日（日）

子ども（～18歳）　※申し込み不要

★夏休み工作教室★

カップでつくるふうりん

松井小学校図書館　15日（土）

午前11時～　4歳～

※当日先着10名

★ぬいぐるみおとまり会★

狭山ヶ丘分館　9月12日（土）

★夏のスタンプラリー★

本をかりてスタンプをあつめよう！

吾妻分館　1日（土）～30日（日）

どなたでも参加できます。

柳瀬分館　8日（土）　午後2時～2時30分

★夏休み科学あそび★

分光器をつくって光の色を見てみよう

★かっぴークラブ★

まなつのこわ～いおはなし会

8月のこどもむけ特別行事

★こわいおはなし会★

新所沢分館　22日（土）午後3時～

ひとりでおはなしを聞ける子

※事前申込制（定員10名）12日（水）～申込受付、電話可

暗い部屋でおこないます。保護者の方は入れません。

★夏のエコ工作会★

カスタムけん玉をつくろう！

椿峰分館　9日（日）①午前10時～　②午後2時～　小学生～

※事前申込制（各回5名）7月25日（土）～申込受付中、電話可

ボールを投げて、色々なカップでキャッチ！

エコな材料で「カスタムけん玉」を作ろう！

所沢分館　23日（日）

①午前10時30分～12時　②午後3時～4時30分

3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）8日（土）～申込受付、電話可

★とこぶん工作会スペシャル★

やさいでスタンプ！を楽しもう
★ちょっぴりこわいおはなし会★

所沢分館　29日（土）

①ちいさい子向け（3歳～）　午後3時30分～

②小学生以上　午後4時10分～

1階多目的室

※事前申込制（各回10名）15日（土）～申込受付、電話可

松井小学校図書館　8日（土）

午前10時30分～　小学生～

※事前申込制（定員10名）7月21日（火）～申込受付中、電話可

工作会やかがくあそび、夏にぴったりなこわ～いおはなし会など、

８月も図書館には楽しいイベントがいっぱいあります！

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ね。

中 止

中 止
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2020.8

書　　　名 著　者　名 出　版　社

公共図書館が消滅する日
薬師院仁志／著

薬師院はるみ／著
牧野出版 016.21/ﾔ/

新聞・雑誌の歴史 ピエール・アルベール／著 白水社 S 070.2/ｱ/

老いへの「ケジメ」 斎藤茂太／著 三笠書房 B 114.2/ｻ/

発想の整理学 山浦晴男／著 筑摩書房 S 141.5/ﾔ/

列島の戦国史 1
池享／企画編集委員

久保健一郎／企画編集委員
吉川弘文館 210.47/ﾚ/1

自分を好きになるレッスン ミシェル・オバマ／[著] 玄光社 289.3/ｵ/

これでいいのか埼玉
細川恵太／編

宮藤泰美／編
マイクロマガジン社 302.134/ｺ/

裁判員制度の10年 青木孝之／[ほか著] 日本評論社 327.67/ｻ/

アイデアは考えるな。 柳澤大輔／著 日経BP B 336.1/ﾔ/

利用者にも介助者にも安心・快適な介護技術 高山彰彦／著 中央法規出版 369/ﾀ/

学校が子どもを殺すとき 渋井哲也／著 論創社 371.42/ｼ/

富士山境目図鑑
山梨県富士山

　　　科学研究所／著
丸善出版 402.915/ﾌ/

13歳からの環境問題 志葉玲／著 かもがわ出版 451.85/ｼ/

みんなある!相談しづらい受診しづらい体のお悩み! 奈良信雄／監修 辰巳出版 492/ﾐ/

感染症大全 堤寛／著 飛鳥新社 493.8/ﾂ/

治水の名言 竹林征三／著 鹿島出版会 517.21/ﾀ/

自宅でできる一流の靴磨き 静邦彦／監修 日本文芸社 584.7/ｼﾞ/

ウイルス・カビ毒から身を守る! 松本忠男／監修 扶桑社 597.9/ｳ/

<メイド・イン・ジャパン>の食文化史 畑中三応子／著 春秋社 611.3/ﾊ/

農家が教える天気を読む知恵とワザ 農文協／編 農山漁村文化協会 613.1/ﾉ/

魅せる苔テラリウムの作り方 石河英作／著 家の光協会 627.8/ｲ/

キッチュの心理学 アブラアム・モル／著 法政大学出版局 701.4/ﾓ/

折り鶴クラフト 森本美和／著 講談社 750/ﾓ/

「わらべうた」から始める音楽教育 十時やよい／著 明治図書出版 760.7/ﾄ/

分　類
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名著から学ぶ創作入門 ロイ・ピーター・クラーク／著 フィルムアート社 801.6/ｸ/

人前であがらずに話せる100の法則 新田祥子／著
日本能率協会

　　マネジメントセンター
809.2/ﾆ/

世界文学へのいざない 小倉孝誠／編著 新曜社 904/ｵ/

アララギの系譜 横山季由／著 現代短歌社 911.162/ﾖ/

鶴屋南北の殺人 芦辺拓／著 原書房 913.6/ｱ/

あめつちのうた 朝倉宏景／著 講談社 913.6/ｱ/

夢は捨てたと言わないで 安藤祐介／著 中央公論新社 913.6/ｱ/

時の扉　 上・下 辻邦生／著 小学館 913.6/ﾂ/

またね家族 松居大悟／著 講談社 913.6/ﾏ/

盆土産と十七の短篇 三浦哲郎／著 中央公論新社 B 913.6/ﾐ/

月の客 山下澄人／著 集英社 913.6/ﾔ/

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/

また、本音を申せば 小林信彦／著 文藝春秋 914.6/ｺ/

きまぐれ学問所 星新一／[著] KADOKAWA B 914.6/ﾎ/

海軍特別年少兵
増間作郎／著

菅原権之助／著
潮書房光人新社 B 916/ﾏ/

サハラの歳月 三毛／著 石風社 926/ｻ/

小説版韓国・フェミニズム・日本 イラン／他著 河出書房新社 929.13/ｼ/

雲をつかむ死 アガサ・クリスティー／著 早川書房 B 933.7/ｸ/

発火点 C.J.ボックス／著 東京創元社 B 933.7/ﾎﾞ/

ホーム・ラン スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933.7/ﾐ/

心おどる昴揚 アリス・テイラー／著 未知谷 934.7/ﾃ/

移民たち W.G.ゼーバルト／著 白水社 943.7/ｾﾞ/

二番草 ジャン・ジオノ／著 彩流社 953.7/ｼﾞ/

そよ吹く南風にまどろむ ミゲル・デリーベス／著 彩流社 963/ﾃﾞ/

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/

アコーディオン弾きの息子 ベルナルド・アチャガ／著 新潮社 993.53/ｱ/
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