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‣月  曜  日 

‣年 末 年 始 

７日、１４日、２１日 

１２月２８日（月）～２０２１年１月４日（月） 

《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 

本  館 
所沢分館 
椿峰分館 

狭山ヶ丘分館 
富岡分館 
吾妻分館 
柳瀬分館 

新所沢分館 
松井小学校図書館 

（所沢航空記念公園内） 
（所沢ﾊ-ﾃｨｱ東棟１・２階） 
（椿峰ﾆｭｰﾀｳﾝ内） 
（狭山ヶ丘ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ ｰ３階） 
（富岡まちづくりｾﾝﾀｰ２階） 
（吾妻まちづくりｾﾝﾀｰ１階） 
（柳瀬まちづくりｾﾝﾀｰ２階） 
（新所沢まちづくりｾﾝﾀｰ２階） 
（松井小学校内） 
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2020.12 

 
所 沢 市 立 

所沢図書館 

※     は休館日です 

今年も図書館をご利用いただき

ありがとうございました。 

皆様良いお年を！ 

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 ＊＊＊ 

 

ホームページアドレス 

休館日 



　

　

      　　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。

　12月の市民映画会・こども映画会は、お休みです。

12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

☆年末年始休館のお知らせ☆

　　　年末年始の休館期間　　　　　１２月２８日（月）～２０２１年１月４日（月）

　　　休館に伴う貸出期間の変更　　下記の期間は貸出期間を３週間に変更いたします。

　　　　　　　　　　　　　　１２月１５日（火）～１２月２７日（日）

　　　　　　　　　　　　　　※１月５日（火）から通常の貸出期間（２週間）に戻ります。

☆臨時休館（開館時間変更）のお知らせ☆

　　　令和２年度「所沢市成人のつどい」開催に伴い、会場となる施設の混雑防止等の観点から、併設している

　　４分館に関しまして、下記のとおり臨時休館（開館時間変更）となります。

　　　　日　　時：２０２１年１月１１日（月）午前９時３０分～午後１時（午後１時から開館いたします。）

　　　　対象施設：吾妻分館、新所沢分館、柳瀬分館、富岡分館

　　　　※　その他の図書館は、午前９時３０分～午後５時まで祝日開館(松井小学校図書館を除く)いたします。
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第3・4日曜日

かみしばいの会

第1日曜日

6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日曜日

　  20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1日曜日

「とびだすサンタカード」をつくろう！

6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

第4土曜日

26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1土曜日

5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

12日・26日

午前11時～　3歳～

※当日申込制先着7組

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

土曜日

5日・12日・19日・26日

午前10時30分～　3歳～

※申込制先着3名

26日は紙芝居の日です

親子おはなし会 今月はおやすみです。 親子おはなし会 今月はおやすみです。

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

12日・26日

午前11時～　4歳～

おはなし会

第1土曜日

5日　①午前11時～　②午後2時～

4歳～　※各回当日先着6名

親子おはなし会 今月はおやすみです。

 　　工作教室

「クリスマスカード

　　　　　づくり」

12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。

12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

おはなし会

第2日曜日

13日     午前11時～

3歳～　※当日先着6名

20日・27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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12月のこどもむけ特別行事

所沢分館　5日（土）午前11時20分～　3歳～

※事前申込制（定員８名）1日（火）～申込受付、電話可

おはなし会室　午前11時10分開場

牛乳パックとセロファンで壁飾りをつくります

★とこぶん工作会★

クリスマスのかんたんステンドグラス
★きなことココアに年賀状をかこう★

所沢分館　12日（土）～25日（金）

子どもならどなたでも参加できます（申込不要）

1月5日（火）以降にカウンターでお返事をお渡しします

★クリスマスおはなしかい★

本館　13日（日）午後2時30分～　4歳～

※当日申込制先着20名　3階集会室

★クリスマススペシャルおはなし会★ ★クリスマスおはなし会スペシャル★

富岡分館　19日（土）午後2時～　3歳～

※当日申込制先着7名

富岡まちづくりセンター2階　会議室Ⅱ

松井小学校図書館　20日（日）

①午前11時～　②午後2時～

4歳～　※当日各回先着6名

★冬の読書イベント★

本をよんでクリスマスカードにかざりつけしよう

新所沢分館　1日（火）～25日（金）

子どもならどなたでも参加できます

本を5さつよむとシールがもらえるよ

台紙のクリスマスツリーにシールをはってかざりつけしよう！

★クリスマス会★

狭山ヶ丘分館　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）11月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ます！

12月も、所沢図書館ではすてきなイベントがいっぱいあるよ。

図書館の人やお友達と、クリスマスのスペシャルなおはなし会を楽しもう！

マスクをきちんとして、所沢図書館に遊びに来てね。
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2020.12

書　　　名 著　者　名 出　版　社

はじめてのAI 土屋誠司／著 創元社 007.13/ﾂ/

読書の歴史を問う 和田敦彦／著 文学通信 019.021/ﾜ/

図鑑心理学 トム・ジャクソン／著 ニュートンプレス 140.2/ｼﾞ/

キリスト教会史100の日付 ベネディクト・セール／著 白水社 S 192/ｾ/

これならわかる戦争の歴史Q&A
石出法太／著

石出みどり／著
大月書店 209/ｲ/

ドイツ人はなぜヒトラーを選んだのか ベンジャミン・カーター・ヘット／著 亜紀書房 234.072/ﾍ/

最新世界紛争地図
パスカル・ボニファス／著

ユベール・ヴェドリーヌ／著

ディスカヴァー・

　　トゥエンティワン
319/ﾎﾞ/

サブカルチャーの心理学 山岡重行／編著 福村出版 361.5/ﾔ/

シニアの1,2分間運動不足解消体操50 斎藤道雄／著 黎明書房 369.263/ｻ/

お葬式の言葉と風習 高橋繁行／著 創元社 385.6/ﾀ/

大鷹 真木広造／撮影・監修
メイツユニバーサル

　　　コンテンツ
488.7/ﾏ/

肺炎を正しく恐れる 大谷義夫／著
日経BP

日本経済新聞出版本部
S 493.38/ｵ/

認知症の人の心がわかる本 杉山孝博／監修 主婦の友社 493.758/ﾆ/

地下世界をめぐる冒険 ウィル・ハント／著 亜紀書房 510/ﾊ/

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/

豆の歴史 「食」の図書館 ナタリー・レイチェル・モリス／著 原書房 616.7/ﾓ/

イチゴ NHK趣味の園芸 藤田智／著 NHK出版 626.29/ﾌ/

ヨーコ・オノ・レノン全史 和久井光司／著 河出書房新社 702.16/ﾜ/

大相撲史入門 池田雅雄／[著] KADOKAWA B 788.1/ｲ/

これだけで勝てるオセロ 三屋伸明／著 マイナビ出版 795.8/ﾐ/

グループディスカッション
西口利文／著 植村善太郎／著

伊藤崇達／著
金子書房 809.6/ｸﾞ/

初心者でもすぐに話せる韓国語入門 小倉紀蔵／監修 主婦の友社 829.178/ｼ/

利根川場所の記憶 日高昭二／著 翰林書房 910.26/ﾋ/

大江健三郎全小説全解説 尾崎真理子／著 講談社 910.268/ｵ/

分　類
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金子兜太の<現在> 齋藤愼爾／編集 春陽堂書店 911.362/ｶ/

インド倶楽部の謎 有栖川有栖／著 講談社 B 913.6/ｱ/

象牛 石井遊佳／著 新潮社 913.6/ｲ/

壺の中にはなにもない 戌井昭人／著 NHK出版 913.6/ｲ/

泉鏡花<観念・人世>傑作選 泉鏡花／著 KADOKAWA 913.6/ｲ/

若い人　上 石坂洋次郎／著 小学館 913.6/ｲ/1

硫黄島・あゝ江田島 菊村到／著 小学館 913.6/ｷ/

願いの桜 佐藤さくら／著 東京創元社 B 913.6/ｻ/

噓ばっか 佐野洋子／著 中央公論新社 B 913.6/ｻ/

暗闇にレンズ 高山羽根子／著 東京創元社 913.6/ﾀ/

「原子爆弾」その前後 原民喜／著 本の泉社 913.6/ﾊ/

焼餃子 蜂須賀敬明／著 双葉社 913.6/ﾊ/

その果てを知らず 眉村卓／著 講談社 913.6/ﾏ/

憂鬱な愛人 上巻 松岡譲／著 復刊ドットコム 913.6/ﾏ/1

シグナル 山田宗樹／著 KADOKAWA 913.6/ﾔ/

小説北里柴三郎 山崎光夫／著 東洋経済新報社 913.6/ﾔ/

文学は実学である 荒川洋治／著 みすず書房 914.6/ｱ/

女ともだち 早川義夫／著 筑摩書房 914.6/ﾊ/

常識は凡人のもの 藤原正彦／著 新潮社 B 914.6/ﾌ/

第九の波 チェウンミ／著 書肆侃侃房 929.13/ﾁ/

優しい暴力の時代 チョンイヒョン／著 河出書房新社 929.13/ﾁ/

ラスト・タイクーン
F.スコット・

   フィッツジェラルド／著
作品社 933.7/ﾌ/

ペンテジレーア クライスト／作 論創社 942.6/ｸ/

チェーホフの生涯 イレーヌ・ネミロフスキー／著 未知谷 953.7/ﾈ/

ナポレオンじいちゃんとぼくと永遠のバラクーダ パスカル・リュテル／著 小学館 953.7/ﾘ/

海と山のオムレツ カルミネ・アバーテ／著 新潮社 973/ｱ/

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/

- 6 - Ｂ→文庫 Ｓ→新書


