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所沢市立 

所沢図書館 

※     は休館日です 

読書の秋ですね。 

是非、図書館を利用して、

様々な本を読んでみてく

ださい。 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

休館日 

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 



　

      　　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、１２０分以内のご利用など、

　　　感染予防対策にもご協力ください。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

　　　ただきますようにお願いいたします。

　　　　図書館では、目の不自由な方のために、本・雑誌・新聞等を対面で朗読するサービスを行っています。

　　　　また、DAISY（デイジー）という音声図書を、郵送等で貸出するサービスもあります。これらのサー

　　　ビスは、市内に在住・在学・在勤の視覚障害者で、身体障害者手帳をお持ちの方であれば、ご利用いた

　　　だけます。ご利用には事前に登録が必要です。お気軽に、所沢図書館本館までお問い合わせください。

　　　　所沢図書館本館（04-2995-6311）

　10月の市民映画会・こども映画会は、お休みです。

10月以降の催し物・お知らせ

図書館まつりを開催予定です！

　　　　来る１１月１４日（土）に、所沢図書館本館では、「図書館まつり」を開催予定です。なお、新型コロ

　　　ナウイルス感染症拡大防止のため、イベントの規模を縮小し、密にならないよう配慮した内容となります。

　　　　また、各分館、松井小学校図書館でも、別日程での開催を予定しております。

　　　　詳しいイベント内容については、ＨＰや館内で掲示するポスター・チラシなどをご覧ください。

本館　図書館まつりの当日ボランティアを募集します

　　　　所沢図書館本館では、１１月１４日（土）に、「図書館まつり」を開催する予定です。

　　　　このイベントで、当日ボランティアとして参加してくださる方を募集します。主なお

　　　仕事は、総合窓口でのご案内や、イベント・展示ブースのお手伝いなどです。

　　　　ご興味のある方は、１０月中旬以降に詳細をお知らせしますので、ポスターやＨＰを

　　　ご覧いただき、お申込みください。

　　　　みなさまのご参加を、お待ちしております。

対面朗読　や　DAISY（デイジー）図書　をご存知ですか？

   本館の外壁改修工事のお知らせ

      　　本館では、老朽化した外壁等の改修工事が１０月から始まります。工事完了は２０２１年２月末を予定

　　　しています。図書館の外周に足場を組んだり、駐輪場の横に仮設事務所を設置する等で通路が狭くなるた

　　　め、ご通行の際には十分なご注意をお願いいたします。

　　　　また、工事中は、騒音・振動が予想される時期もあります。ご利用のみなさまには何かとご不便・ご迷

　　　惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、工事期間中、図書館は通常どおり開館

　　　します。
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第2・3・4・5土曜日

かみしばいの会

第1土曜日

3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

　  16日　午前10時30分～

乳幼児とその保護者　3階集会室

※当日申込制先着10組

かがくあそび

第1土曜日

「のぼり人形をつくろう！」

3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

   3日・17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

10日・24日

午前11時～　3歳～

おはなし会

第１・２・3・

4・５土曜日

3日・10日・17日・24日・31日

3歳～　午前10時30分～　※31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

10日・24日

午前11時～　4歳～

おはなし会

第2日曜日

第4土曜日

11日・24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

「飛び立て

　リングライダー」

3日（土）・18日（日）

午前10時30分～　5歳～

※当日先着10名

親子おはなし会 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。

10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
 　　 11日　午前11時～　3歳～

10日・17日・24日・31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
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★とこぶん工作会★

ゴムのしかけでとびだすおもちゃをつくろう

所沢分館　17日（土）午前11時20分～

3歳～　未就学児は保護者同伴

※事前申込制（定員8名）13日（火）～申込受付、電話可

おはなし会室　午前11時10分開場

★秋の読書週間★　おたのしみ袋

所沢分館　①24日（土）～　②11月3日（火）～

お子様ならどなたでも参加できます　※申し込み不要

赤ちゃん絵本・絵本・やさしい物語・物語・ティーンズ向け

の5区分各10袋　※無くなり次第終了

柳瀬分館　27日（火）～11月8日（日）

　3歳～　申込不要

★松井小学校図書館まつり★

松井小学校図書館　18日（日）～11月7日（土）

図書館クイズ・図書展示などを行います。

★秋の読書週間★「読書ビンゴ」 ★本できれいな紅葉の木★

★図書館まつり★

クイズ図書館マスター2020

10月のこどもむけ特別行事

★読書週間★　図書館すごろく

椿峰分館　24日（土）～11月23日（月）

どなたでも（未就学児・小学生以上・大人向けの3種類）

色々な本を借りて、すごろくにチャレンジ！

ゴールすると、すてきなプレゼントがあるよ♪

★読書週間★

パネル展示『にっぽんのおにぎり』

椿峰分館　24日（土）～11月23日（月）

どなたでも参加できます

図書『にっぽんのおにぎり』に合わせたパネル展示を行います。

あなたの好きなおにぎりに投票しよう！

新所沢分館　29日（木）～11月23日（月）

お子様ならどなたでも参加できます　新所沢分館 児童コーナー

本をよんでクイズにこたえよう。正解すると、お宝がもらえるよ！

★読書週間イベント★

としょかんクイズ　トベアとたからさがし

狭山ヶ丘分館　1日（木）～11月1日（日）

乳幼児と保護者・小学生～　申込不要

富岡分館　27日（火）～11月8日（日）

どなたでも参加できます　申込不要

好きな本の紹介を、落ち葉のかたちの紙に書こう！

参加者にはプレゼントがあります！

10月27日（火）～11月8日（日）は読書週間です。

所沢図書館では読書週間に合わせ、様々なイベントを開催していま

す！クイズラリーや特別展示など、子どもから大人まで楽しめるイ

ベントが盛りだくさんです。

マスクをきちんとして、所沢図書館にぜひご来館ください！
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書　　　名 著　者　名 出　版　社

本の読める場所を求めて 阿久津隆／著 朝日出版社 019.04/ｱ/

東京ミュージアム散歩 京阪神エルマガジン社 069.021/ﾄ/

メディアが動かすアメリカ 渡辺将人／著 筑摩書房 S 070.253/ﾜ/

笑いの哲学 木村覚／著 講談社 141.6/ｷ/

自分の薬をつくる 坂口恭平／著 晶文社 146.8/ｻ/

還暦からの底力 出口治明／著 講談社 S 159.79/ﾃﾞ/

六十代と七十代心と体の整え方 和田秀樹／著 バジリコ 159.79/ﾜ/

埼玉の狛犬 埼玉の狛犬製作委員会／編 さわらび舎 175.5/ｻ/

知識ゼロからの古文書を読む 古賀弘幸／著 幻冬舎 210.029/ｺ/

隠された「戦争」 鎌倉英也／著 論創社 210.7/ｶ/

アメリカが見た山本五十六　上・下 ディック・レイア／著 原書房 253.07/ﾚ/1

天才渋沢栄一 星亮一／著 さくら舎 289.1/ｼ/

電気火災はなぜ起きるのか 井澤義仁／著 近代消防社 317.79/ｲ/

思いをかなえる「遺言」の書き方と文例集 國部徹／監修 自由国民社 324.77/ｵ/

教養の会計学 田口聡志／著 ミネルヴァ書房 336.9/ﾀ/

「判断するのが怖い」あなたへ 佐藤恵美／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 366.28/ｻ/

車椅子の横に立つ人 荒井裕樹／著 青土社 369.27/ｱ/

神さまたちの季節 芳賀日出男／著 KADOKAWA B 386.1/ﾊ/

南極で心臓の音は聞こえるか 山田恭平／著 光文社 S 402.979/ﾔ/

宮沢賢治の地学読本 宮沢賢治／作 創元社 450/ｼ/

眠りがもたらす奇怪な出来事 ガイ・レシュジナー／著 河出書房新社 493.7/ﾚ/

シニアの頻尿・尿もれ・便失禁 NHK出版 494.95/ｼ/

東京 隈研吾／著 KADOKAWA 520.87/ｸ/

症状で見分ける家庭医学事典
マーク・アイゼンバーグ／著

クリストファー・ケリー／著
文響社 598.3/ｱ/

分　類
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今さら聞けないタネと品種の話きほんのき 農文協／編 農山漁村文化協会 626.12/ｲ/

高齢者・障害者へのマナーがわかる本 亀井亜希子／著 セルバ出版 673.9/ｶ/

歩行者事故はなぜ起きるのか 松浦常夫／著 東京大学出版会 681.3/ﾏ/

アートにみる身ぶりとしぐさの文化史 デズモンド・モリス／著 三省堂 702/ﾓ/

図解でわかる野鳥撮影入門 菅原貴徳／著 玄光社 743.6/ｽ/

基礎からわかるはじめての陶芸 学研プラス／編 学研プラス 751/ｷ/

部活めし! 村田裕子／監修・料理 オレンジページ 780.19/ﾑ/

パワースピーチ入門 橋爪大三郎／著 KADOKAWA S 809.4/ﾊ/

「国語」ってなんだろう 安田敏朗／著 清水書院 810.12/ﾔ/

日本語をどう書くか 柳父章／著 KADOKAWA B 816/ﾔ/

もうひとつの空の飛び方 荻原規子／著 KADOKAWA B 909.3/ｵ/

知識ゼロからの短歌入門 佐佐木幸綱／監修 幻冬舎 911.107/ﾁ/

空想クラブ 逸木裕／著 KADOKAWA 913.6/ｲ/

アウア・エイジ 岡本学／著 講談社 913.6/ｵ/

夏空白花 須賀しのぶ／著 ポプラ社 B 913.6/ｽ/

竹林の七探偵 田中啓文／著 光文社 913.6/ﾀ/

私が愛したトマト 高樹のぶ子／著 潮出版社 913.6/ﾀ/

襲来　上・下 帚木蓬生／著 講談社 B 913.6/ﾊ/1

夏の流れ／河 丸山健二／著 田畑書店 913.6/ﾏ/

悪い姉 渡辺優／著 集英社 913.6/ﾜ/

私捨悟入 安野光雅／著 朝日新聞出版 914.6/ｱ/

人生讃歌 小檜山博／著 河出書房新社 914.6/ｺ/

人生のことはすべて山に学んだ 沢野ひとし／著 KADOKAWA B 915.6/ｻ/

殺人の品格 イジュソン／著 扶桑社 929.13/ｲ/

サド侯爵の生涯 澁澤龍彦／著 中央公論新社 B 950.28/ｻ/

朝露の主たち ジャック・ルーマン／著 作品社 953.7/ﾙ/

犬売ります フアン・パブロ・ビジャロボス／著 水声社 963/ﾋﾞ/
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