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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 

２日・９日・１６日・３０日 

２４日（火） 

２５日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 3 日（火）・２３日（月）     

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、３日（火）、２３日（月）
は休館となります。 

《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 

2020.11 

 
所 沢 市 立 

所沢図書館 

※     は休館日です 

図書館まつりが各館で開

催されます！ 

マスクをして、ぜひご来館

ください。 

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 

 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 
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絵本作家 飯野まきさんの読み聞かせ＆

ワークショップ
はじめての古文書講座

▶日時　11月14日（土）

　　　　　午後1時30分～3時

▶場所　吾妻まちづくりセンター2階 学習室2・3号室

▶講師　飯野まき氏（絵本作家）

▶対象　5歳から小学生のお子さんと保護者

▶定員　先着10組（要事前申込）

▶申込　11月1日（日）午前9時30分より

　　　　吾妻分館カウンター又は電話にて受付

　　　　（☎04-2924-0249）

▶日時　12月5日（土）

　　　　　午前10時～12時

▶場所　吾妻まちづくりセンター2階 学習室2・3号室

▶講師　小代渉氏

▶対象　中学生以上

▶定員　先着20人（要事前申込）

▶申込　11月17日（火）午前9時30分より

　　　　吾妻分館カウンター又は電話にて受付

　　　　（☎04-2924-0249）

      　　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。

      　現在本館では、老朽化した外壁等の改修工事を行っています。工事期間は２０２１年２月末までを予定して

　　います。この間、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って

　　いるため、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。

　11月の市民映画会・こども映画会は、お休みです。

11月以降の催し物・お知らせ

   本館では外壁改修工事を行っています

柳瀬分館　おりがみ講座「メッテ・リングのブローチをつくろう！」

▶日時　11月12日（木）　午後2時～3時

▶場所　柳瀬まちづくりセンター　学習室3号

▶講師　齋藤久美子氏（日本折紙協会講師）

▶対象　一般

▶定員　先着6名（要事前申込）

▶申込　11月1日（日）午前9時30分より柳瀬分館カウンター又は電話にて受付（☎04-2944-4023）

いいの おじろわたる
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本　館　　☎２９９５-６３１１　　※外壁改修工事のため、11月～2月の間は、開催曜日が変更となりますのでご注意願います。

おはなし会

第3・4・5日曜日

かみしばいの会

第2日曜日

8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4日曜日

　  22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名

かがくあそび

第2日曜日

「マジック・キューブをつくろう！」

8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

   7日・21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

第2・4土曜日

14日・28日　午前10時30分～

3歳～　※当日先着6名

　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

第3土曜日

21日　午後2時～

3歳～　※当日先着7名

富岡まちづくりセンター2階　会議室Ⅱ

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

14日・28日

午前11時～　3歳～

※当日申込制先着7組

14日は視聴覚室、

28日は学習室2・3号で行います。

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

14日・28日

午前11時～　4歳～

おはなし会

第1土曜日

第4日曜日

7日・22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

「飛べロケット」を作ろう

15日（日）・28日（土）

①午前10時30分～　②午後2時～

5歳～　※各回当日先着5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。

11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

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

　　　 8日     午前11時～　3歳～

　　　   21日　午後3時～　  3歳～

　　　　　※当日申込制先着6名

15日・22日・29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

おはなし会

第１・２・3・4

土曜日

7日・14日・21日・28日

午前10時30分～　3歳～

※申込制先着3名

28日は紙芝居の日です。
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★読書週間★　図書館すごろく

椿峰分館　開催中～23日（月）

どなたでも（乳幼児・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　開催中～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！

★読書週間★図書館クイズ

11月のこどもむけ特別行事

★クリスマス会★

狭山ヶ丘分館　12月12日（土）

午後2時～　乳幼児と保護者、小学生～

※事前申込制（定員20名）28日（土）～申込受付、電話可

狭山ヶ丘コミュニティセンター2階　第1・第2会議室

すてきなプレゼントを用意しています！

吾妻分館　開催中～8日（日）

お子様ならどなたでも参加できます。　申込不要

本を読んでクイズに答えよう！正解するとステキなプレゼントがあるよ。

10月27日（火）～11月9日（月）は読書週間です。

所沢図書館では、読書週間に合わせたイベントも開催しています！

図書館まつりも、クイズラリーを開催する予定です♪

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！

図書館まつりのイベントは、5ページを見てね♪
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11/14(土) 10：00～、15：00～ 図書館探検　※事前申込制

11/14(土) 終日開催 クイズラリー　※小学生以下、小学生以上

11/14(土) 終日開催 パネルと図書展示「所沢の歴史」　※混雑時入場制限あり

10/29(木)～11/23(月) 連日開催 特集図書の展示（所沢ゆかりの作家、山田力蔵文庫等）

11/7(土)～11/15(日) 連日開催 所沢市のすきなところ・いいところ　※子ども向け

11/11(水)～11/15(日) 連日開催 写真展示「明治・大正・昭和の所沢」　※一般向け

11/15(日) 9：30～16：30 クイズでちょうせん！ とこぶんはかせ　※子ども向け

11/21(土)～11/23(月) 連日開催 本の福袋　※子ども向け、大人向け

11/21(土)～11/23(月) 連日開催 やってみよう！貸出体験！　※子ども向け

11/3(火)～11/29(日) 連日開催 クイズに挑戦！図書館スタンプラリー　※乳幼児と保護者、小学生～

11/7(土)・11/8(日) 両日開催 リサイクルブック市

11/7(土)・11/8(日) 両日開催 本の福袋　※児童40袋、一般20袋

11/7(土) 14：00～ スペシャルおはなし会　※3歳～

11/7(土)・11/8(日) 両日開催 ぬいぐるみおとまり会　※事前申込制(小学生以下)

11/7(土)・11/8(日) 両日開催 リサイクル本市

11/7(土)・11/8(日) 両日開催 本の福袋　　※子ども向け

11/7(土)・11/8(日) 両日開催 懐かしい所沢の写真展示

10/27(火)～11/8(日) 連日開催 クイズとしょかんマスター2020　※3歳～

10/27(火)～11/8(日) 連日開催 本のリサイクルフェア

11/13(金)～11/15(日) 連日開催 ブックリサイクル

11/13(金)～11/15(日) 連日開催 本の福袋　※一般向け

10/18(日)～11/7(土)  連日開催 図書館クイズグランプリ2020!!　※1週間に１回出題

10/18(日)～11/7(土)  連日開催 「ブックちゃんぬり絵」に挑戦しよう

10/18(日)～11/7(土)  連日開催 松井小学校図書館スタンプラリー

松井小学校図書館（☎2992-2796）10月18日(日)～11月7日(土)

新所沢分館（☎2929-1905） 11月13日(金)～15日(日)

柳瀬分館（☎2944-4023） 10月27日(火)～11月８日(日)

吾妻分館（☎2924-0249） 11月7日(土)・8日(日)

富岡分館（☎2943-3636） 11月7日(土)・8日(日)

狭山ヶ丘分館（☎2949-1193） 11月7日(土)・8日(日)

★イベント等の詳細は、各館へお問い合わせください 。
★事前に申し込みの必要なイベントは、満員になっている場合があります。
★新型コロナウイルス感染症の発生状況により急遽中止となる場合があります。

市制施行70周年記念　第21回 所沢図書館まつり　各館イベント

本館（☎2995-6311） 11月14日(土)

所沢分館（☎2923-1243） 11月7日(土)～15日(日)

椿峰分館（☎2924-8041） 11月21日(土)～23日(月)
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2020.11

書　　　名 著　者　名 出　版　社

SNS暴力 毎日新聞取材班／著 毎日新聞出版 007.3/ｴ/

平成の出版が歩んだ道
能勢仁／共著

八木壯一／共著
出版メディアパル 023.1/ﾉ/

生きるということ エーリッヒ・フロム／著 紀伊國屋書店 114/ﾌ/

菩薩とはなにか 平岡聡／著 春秋社 181.5/ﾋ/

世界を変えた100のスピーチ　上・下 コリン・ソルター／著 原書房 209/ｿ/1

俠の歴史　日本編 上・下
(上)関幸彦／編著

(下)大石学／編著
清水書院 280.8/ｷ/

新しいナショナリズムの時代がやってきた!
加瀬英明／著

ケント・ギルバート／著
勉誠出版 304/ｶ/

人はなぜ憎しみあうのか　上・下 マーク・W.モフェット／著 早川書房 361.6/ﾓ/1

インドの数学 林隆夫／著 筑摩書房 B 410.225/ﾊ/

ウイルスの世紀 山内一也／著 みすず書房 493.87/ﾔ/

13億人のトイレ 佐藤大介／著 KADOKAWA S 518.51/ｻ/

ゼロからはじめる建築の<歴史>入門 原口秀昭／著 彰国社 520.2/ﾊ/

蒼海の碑銘 戸村裕行／写真 イカロス出版 H 556.9/ﾄ/

甘いバナナの苦い現実 石井正子／編著 コモンズ 625.81/ｲ/

レオナルド藤田嗣治覚書 藤田嗣隆／著 求龍堂 723.1/ﾌ/

利根川場所の記憶 日高昭二／著 翰林書房 910.26/ﾋ/

加藤楸邨全歌集 加藤楸邨／著 青土社 911.168/ｶ/

海軍 獅子文六／著 小学館 913.6/ｼ/

名探偵のはらわた 白井智之／著 新潮社 913.6/ｼ/

ピタゴラスと豆 寺田寅彦／著 KADOKAWA B 914.6/ﾃ/

幻想小説とは何か 三島由紀夫／著 東雅夫／編 平凡社 918.68/ﾐ/

うさぎと潜水艦 朴範信／著 齋藤日奈／訳 クオン 929.13/ﾊﾟ/

それでもあなたを「赦す」と言う ジェニファー・ベリー・ホーズ／著 亜紀書房 936/ﾎ/

トンネル ベルンハルト・ケラーマン／著 国書刊行会 943.7/ｹ/

青い目のジャン ジャン・ジオノ／著 彩流社 953.7/ｼﾞ/

ロルカ詩集 フェデリコ・ガルシア・ロルカ／著 土曜社 961/ｶﾞ/

夜の舞
イサアク・エサウ・

　　カリージョ・カン／著
国書刊行会 995/ｶ/

分　類
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