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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    

 ‣月  曜  日 

‣祝 日 の 振 替 

‣図 書 整 理 日 

７日・１４日・２８日 

２３日（水） 

３０日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 
 

２１日（月）・２２日（火） 
開館時間 午前９時３０分から午後５時まで 
 

※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、２１日（月）・２２日（火）

は休館となります。 
 
※２１日（月）新所沢分館・狭山ヶ丘分館・富岡分館 は、電気設備点検のため休館となり

ます。 

 

《開館時間》 本館 火曜日 午前９時３０分から午後８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 

2020.9 

 所沢市立 

所沢図書館 

まだ暑い日が続きますが、

水分補給などを行い、体調

管理に気をつけてご来館く

ださい。 

ホームページアドレス 
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 

※     は休館日です 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

休館日 



　

　　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。

　9月の市民映画会・こども映画会は、お休みです。

本館　夏季期間中の火曜日の開館時間延長について

9月以降の催し物・お知らせ

図書館をご利用のみなさまへ

　　現在、所沢図書館本館、および、７分館（所沢、椿峰、狭山ヶ丘、富岡、吾妻、柳瀬、新所沢）、松井小学校図

　書館では、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、みなさまの健康、安全面を第一に考慮し、消毒液の設置な

　どを行っております。ご来館いただく際には、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。

      また、館内では、１２０分以内のご利用にご協力ください。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。

熱中症にご注意ください！

　　現在、図書館に来館される際には、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、マスクの着用をお願いしており

　ます。 そのため、 熱中症にかかるリスクが高くなっていますので、十分 ご注意ください。なお、現在は休憩コー

　ナーの使用はできませんが、ふたで密閉のできる飲み物（ペットボトル、水筒など）はお持ち込みできます。

　　来館された際、体調が悪くなってしまったときには、近くの職員までお声がけください。

図書館の本についてのお願い

　　急な雷雨や台風、カバンに入れていたペットボトルの結露など、本が濡れてしまうケースは多々あります。一度

　水濡れしてしまった本は、 乾いても元には戻らず、 ふやけたかたちになってしまいます。 図書館の本を返却して

　いただいた際、水濡れがひどい場合には、弁償していただく場合もあります。持ち運びの際は、ビニール袋に入れ

　るなどしていただき、十分お気をつけください。

　　次に利用される方に、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。
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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

5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
　  今月はおやすみです。

かがくあそび

第1土曜日

ぶんぶんゼミをつくろう！

5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

   5日・19日　午前 10時30分～

3歳～　※当日先着6組

親子おはなし会
 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 今月はおやすみです。
　すいようびの

　　　おはなし会
今月はおやすみです。

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。

吾妻分館 ☎２９２４-０２４９ 柳瀬分館 ☎２９４４-４０２３

おはなし会

第2・4土曜日

12日・26日

午前11時～　3歳～

吾妻まちづくりセンター2階

学習室2・3号

おはなし会

第１・２・3・

4・５土曜日

5日・12日・19日・26日

午前10時30分～　※26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

12日・26日

午前11時～　4歳～

おはなし会

第2土曜日

第4日曜日

12日（土）・27日（日）

午前11時～　4歳～

※当日先着6名

親子おはなし会 今月はおやすみです。

 工作教室

「パックシューター

を作ろう」

5日（土）・20日（日）

午前10時30分～　5歳～

※当日先着10名

親子おはなし会

第4金曜日
今月はおやすみです。

9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 今月はおやすみです。

親子おはなし会

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

　　　13日   午前11時～　3歳～

　　　  19日　午後3時～　3歳～

12日・19日・26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

9月のこども向け特別行事

★とこぶん工作会★

くるくるかんたんアニメーション

9月5日（土）　午前11時20分～

3歳～　※未就学児は保護者同伴

おはなし会室　午前11時10分開場

※事前申込制（定員8名）1日（火）～申込受付、電話可

親子おはなし会
今月はおやすみです。
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2020.9

書　　　名 著　者　名 出　版　社

アーカイブズと歴史学 小池聖一／著 刀水書房 018.09/ｺ/

お経と仏像でわかる仏教入門 釈徹宗／監修 宝島社 S 180/ｵ/

誰にも言わないと言ったけれど ジェイムズ・H.コーン／著 新教出版社 191.98/ｺ/

好古趣味の歴史
法政大学江戸東京研究センター／編

小林ふみ子／編 中丸宣明／編
文学通信 213.61/ｺ/

ノーベル賞で読む現代経済学 トーマス・カリアー／著 筑摩書房 B 331.2/ｶ/

家族写真 笠井千晶／著 小学館 369.31/ｶ/

まるごとわかる!認知症
羽生春夫／著

櫻井博文／著
南山堂 493.758/ﾊ/

洪水と水害をとらえなおす 大熊孝／著 農文協プロダクション 517.21/ｵ/

大きな図で見るやさしい実用ロープ・ワーク 山崎敏男／著 成山堂書店 553.7/ﾔ/

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/

光と苔のテラリウム 川本毅／著 日本文芸社 627.8/ｶ/

古関裕而珠玉の30曲 塩澤実信／著 展望社 762.1/ｼ/

声の文化を楽しむ　―朗読のすすめ ― 好本惠／著 日外アソシエーツ 809.4/ﾖ/

短歌文法入門 日本短歌総研／編著 飯塚書店 911.107/ﾀ/

ベージュ 谷川俊太郎／著 新潮社 911.56/ﾀ/

ヴァルキリー 安生正／著 徳間書店 913.6/ｱ/

夏の迷い子 泉麻人／著 中央公論新社 913.6/ｲ/

八王子城主北条氏照の物語 前川實／著 揺籃社 913.6/ﾏ/

夏の速度 四方田犬彦／著 作品社 913.6/ﾖ/

時のきざはし 立原透耶／編 新紀元社 923.78/ﾄ/

屋上で会いましょう チョンセラン／著 亜紀書房 929.13/ﾁ/

心おどる昴揚 アリス・テイラー／著 未知谷 934.7/ﾃ/

余生と厭世
アネ・カトリーネ・

           ボーマン／著
早川書房 949.73/ﾎﾞ/

バスティーユの悪魔 エミール・ガボリオ／著 論創社 953.6/ｶﾞ/

言葉の守り人
ホルヘ・ミゲル・ココム・

ペッチ／著
国書刊行会 995/ｺ/

分　類
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