
   

 ‣年  末  年  始 

‣月  曜  日 

‣祝 日 の 振 替 

‣図 書 整 理 日 

 

令和２年１２月２８日（月）～令和３年１月４日（月） 

４日・１８日・２５日 

１２日（火） 

２７日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 １１日（月） 開館時間 午前９時３０分から午後５時まで 

※１１日（月）は「所沢市成人のつどい」開催のため、富岡分館、吾妻分館、柳瀬分館、

新所沢分館は午後 1 時より開館します。 

※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、１１日（月）は休館します。 

 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 

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 

３１       

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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☎ 2929-1905 / Fax 2929-1906 
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2021.1 

 
所沢市立 
所沢図書館 

※     は休館日です 

図書館は５日から開館です。 

今年も所沢図書館をどうぞ

よろしくお願いします！ 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

休館日 

《開館時間》 

ﾊﾟ ｿ ｺ ﾝ  https://www.tokorozawa-library.jp 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ https://www.tokorozawa-library.jp/opw/OPS/OPSINDEX.CSP ホームページアドレス 



　

　

　

      　　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、大きな音や溶剤系の臭いが発生することがあります。

　　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。

　1月の市民映画会・こども映画会は、お休みです。

1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

本館　参考室の新聞縮刷版などのご利用について

　　図書館では、新聞等の情報を長期間にわたり提供していくために、毎年製本作業を実施しています。これに

　より下記の期間、2020年分の新聞縮刷版は、ご利用できません。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいた

　します。

　　新聞原紙及びデータベース(読売新聞・朝日新聞・日本経済新聞）の閲覧は可能です。

　　▶日時　２月１日（月）～３月３１日（水）　（予定）

　　▶問い合わせ：本館　参考室　（☎２９９５－６３１１）

本館の利用者アンケートにご協力ください！

　　図書館サービスの向上のため、所沢図書館本館で、アンケートを実施いたします。

　　みなさまの声をより多くお寄せいただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

　　　実施期間：１月９日（土）～１月１７日（日）

　　　配布場所：各階カウンター及び１階出入口付近の机上

　　　問い合わせ：本館（☎２９９５－６３１１）

本館　ストーリーテリング入門講座を開催します

　　　日時：①２月４日（木）②３月４日（木）③３月１１日（木）　いずれも午後２時～４時

　　　場所：本館３階　集会室

　　　内容：ストーリーテリングに関する講義（１回目）、実習と講評（２・３回目）

　　　対象：学校・地域等で子どもにおはなしを語りたいという意欲がある市民

　　　　      ※３回とも参加できる方、ストーリーテリング未経験者

　　　定員：１０名（事前申込み制・先着順）

　　　申込：１月７日（木）午前９時３０分から本館・分館カウンター、または本館へ電話

　　　　　　（☎２９９５－６３１１）にて受付
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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2日曜日

10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

　  17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

「変身牛乳パック」をつくろう！

10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2・3土曜日

   9日・16日　午前 10時30分～

3歳～　※当日先着6組

おはなし会

①第2日曜日

②第3土曜日

①10日 午前11時～　②16日 午後3時～

※当日先着6名

親子おはなし会 今月はおやすみです。

子育てサロンへの

出張親子おはなし会

奇数月第4火曜日

26日　午前10時～

※事前申込制（先着15組）

5日（火）～受付、電話可

新所沢まちづくりセンター内

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

9日・23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

16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4土曜日

23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1階　和室

おはなし会

第２・3・4・５

土曜日

9日・16日・23日・30日

午前10時30分～　3歳～

※事前申込制先着3名・30日は紙芝居

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

9日・23日

午前11時～　4歳～

おはなし会

第2土曜日

第4日曜日

9日・24日　午前11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

「びっくりヘビだー」

31日（日）　午前10時30分～

5歳～　※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。

1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

17日・24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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柳瀬分館　5日（火）～なくなり次第終了

乳幼児、小学生、一般

※申込不要（先着30名）

対象ごとに、おすすめの本が2冊ずつ入った貸出福袋を30袋用意

1月のこども向け特別行事

★節分おはなしかい★

★新春特別企画　うごく・あそべる折り紙マジック★

本館　31日（日）午後2時30分～　4歳～

※当日申込制先着20名　3階集会室

松井小学校図書館　16日（土）午前10時30分～

5歳～　※当日先着12名

作品名：『はらぺこあおむし』

★本の福袋★

富岡分館　5日（火）～なくなり次第終了

どなたでも参加できます

題名や表紙が分からないように袋に入れて本を貸し出します

大人用10袋、子ども用30袋用意しています

★新春企画　本の福袋★

1月も、所沢図書館はすてきなイベントがいっぱいあるよ。

本の福袋は、お気に入りの本が見つかるチャンスかも！？

マスクをきちんとして、所沢図書館に遊びに来てね。

あけましておめでとうございます！

今年もみなさんがすてきな本に出会えるよう、全力でサポートしていきます！

どうぞよろしくお願いします♪
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2021.1

書　　　名 著　者　名 出　版　社

表現する認知科学 渡邊淳司／著 新曜社 007.1/ﾜ/

読書と人生 寺田寅彦／著 KADOKAWA B 019/ﾃ/

命を危険にさらして マリーヌ・ジャックマン／他著 創元社 070.16/ｲ/

人生のレシピ 神崎繁／著 岩波書店 104/ｶ/

生き方について哲学は何が言えるか バーナド・ウィリアムズ／著 筑摩書房 B 150/ｳ/

日本仏教はじまりの寺 元興寺 元興寺／編 吉川弘文館 188.55/ﾆ/

コレラの世界史 見市雅俊／著 晶文社 230.6/ﾐ/

マリー・アントワネットと5人の男 上・下 エマニュエル・ド・ヴァリクール／著 原書房 283.5/ﾊﾞ/

渋沢栄一伝 幸田露伴／作 岩波書店 B 289.1/ｼ/

山の旅人 栗秋正寿／著 閑人堂 295.394/ｸ/

絵はがきにされた少年 藤原章生／著 柏艪舎 302.4/ﾌ/

法哲学はこんなに面白い 森村進／著 信山社出版 321.1/ﾓ/

経験なき経済危機 野口悠紀雄／著 ダイヤモンド社 332.107/ﾉ/

介護離職はしなくてもよい 濱田孝一／著 花伝社 366.32/ﾊ/

妻に言えない夫の本音
朝日新聞

「父親のモヤモヤ」取材班／著
朝日新聞出版 S 366.7/ﾂ/

一人でもできるシニアのかんたん虚弱予防体操50 斎藤道雄／著 黎明書房 369.263/ｻ/

江戸庶民のまじない集覧 長友千代治／著 勉誠出版 387/ﾅ/

吉野彰特別授業『ロウソクの科学』 吉野彰／著 NHK出版 430.4/ﾖ/

日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑 植田睦之／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 488.038/ﾆ/

利根川の鳥 小茂田英彦／著 まつやま書房 H 488.213/ｺ/

中高生から知っておきたい「くすりの正しい使い方」
齋藤百枝美／編著

宮本法子／編著
薬事日報社 499.1/ﾁ/

トトロの森をつくる トトロのふるさと基金／編著 合同出版 519.813/ﾄ/

超カンタン!電子工作のはじめ方 I O編集部／編集 工学社 549/ﾁ/

覚えておきたい!新・料理の基本123 扶桑社 596/ｵ/

分　類

Ｂ→文庫 Ｓ→新書 Ｈ→大型本-５-



チューリップの文化誌 シーリア・フィッシャー／著 原書房 627.6/ﾌ/

あおり運転 菰田潔／著 彩流社 681.3/ｺ/

ファン・ゴッホの手紙 １・２ フィンセント・ファン・ゴッホ／著 新潮社 723.359/ｺﾞ/

シネアスト宮崎駿 ステファヌ・ルルー／著 みすず書房 778.77/ﾙ/

羽生善治の受けの教科書 羽生善治／著 河出書房新社 796/ﾊ/

文章読本 吉行淳之介／選 中央公論新社 B 816/ﾌﾞ/

中学英語から始める洋書の世界 林剛司／著 青春出版社 830.7/ﾊ/

屋根の上のことばたち 坪内稔典／著 新日本出版社 904/ﾂ/

芭蕉を受け継ぐ現代俳人たち 堀切実／著 ぺりかん社 911.36/ﾎ/

最悪の将軍 上・下 朝井まかて／著 埼玉福祉会 L 913.6/ｱ/

長いお別れ 上・下 中島京子／著 埼玉福祉会 L 913.6/ﾅ/

ナミヤ雑貨店の奇蹟 上・下 東野圭吾／著 埼玉福祉会 L 913.6/ﾋ/

無所属の時間で生きる 城山三郎／著 埼玉福祉会 L 914.6/ｼ/

江戸から見ると １・２ 田中優子／著 青土社 914.6/ﾀ/

それなりに生きている 群ようこ／著 埼玉福祉会 L 914.6/ﾑ/

最後の紫電改パイロット 笠井智一／著 潮書房光人新社 B 916/ｶ/

ユーモアのある風景 織田正吉／著 編集工房ノア 918.68/ｵ/

ぼくは幽霊作家です キムヨンス／著 新泉社 929.13/ｷ/

カズオ・イシグロと日本 田尻芳樹／編 秦邦生／編 水声社 930.28/ｲ/

ベレンとルーシエン J.R.R.トールキン／著 評論社 933.7/ﾄ/

夏への扉 ロバート・A.ハインライン／著 早川書房 B 933.7/ﾊ/

ロサンゼルスへの道 ジョン・ファンテ／著 未知谷 933.7/ﾌ/

追憶の東京 アンナ・シャーマン／著 早川書房 935.7/ｼ/

戦争とテレピン油 ステファン・ヘルトマンス／著 松籟社 949.33/ﾍ/

フランス組曲 イレーヌ・ネミロフスキー／著 白水社 953.7/ﾈ/

きらめく共和国 アンドレス・バルバ／著 東京創元社 963/ﾊﾞ/

ジュスタ パウル・ゴマ／著 松籟社 979.13/ｺﾞ/

Ｂ→文庫 Ｌ→大型本-６-


