
  

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       

 ‣月  曜  日 

‣図書整理期間（本館） 

‣図書整理期間（分館）  

１日・８日・１５日・２２日 

 １６日（火）～１９日（金） 

 ２３日（火）～２６日（金） 

  

祝日開館 

 

１１日（木）・２３日（火）  

開館時間 午前９時３０分から午後５時まで 

※狭山ヶ丘分館は、１１日（木）は狭山ヶ丘ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ定期清掃のため休館いたします。 

※吾妻分館は、１１日（木）は吾妻まちづくりｾﾝﾀｰ電気設備点検のため休館いたします。 

※松井小学校図書館は、１１日（木）・２3 日（火）は祝日開館を実施していないため、 

２４日（水）は館内整理のため、休館となります。 

 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 

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） 

 

☎ 2995-6311 / Fax 2992-1421 
☎ 2923-1243 / Fax 2928-8195 
☎ 2924-8041 / Fax 2928-8148 
☎ 2949-1193 / Fax 2949-8577 
☎ 2943-3636 / Fax 2943-6680 
☎ 2924-0249 / Fax 2928-8250 
☎ 2944-4023 / Fax 2945-7236 
☎ 2929-1905 / Fax 2929-1906 
☎ 2992-2796 / Fax 2992-2797 
 
 
 
 

2021.2 

 
所沢市立 
所沢図書館 

※     は休館日です 

図書整理期間は休館

となりますので、 

お気をつけください。 

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 

《開館時間》 

休館日 

※緊急事態宣言発令中は午前９時３０分から午後８時まで             
状況によって変更となる場合がございます。 

ホームページアドレス 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 



　

　

　

      　　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、６０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3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・ご協力のほど、よろしくお願い

　　いたします。

　2月の市民映画会・こども映画会は、お休みです。

2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、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）

Ｗｅｂやお電話で、レファレンスサービスが利用できます

　　　図書館ホームページの「利用者のページ」やお電話から、レファレンスの申込みができます。日常の中で、

　　調べたいことがありましたら、お気軽にお申込みください。

　　　詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。お問い合わせは、本館および各分館まで。

☆図書館各館の図書整理期間のお知らせ☆

　　蔵書点検のため、本館および各分館は以下の期間、休館いたします。カウンターでの貸出・返却等のご利用

　ができなくなりますのでご注意ください。

　　なお、コンビニでの受取、ホームページからの予約、返却ポストはご利用いただけます。

　　　▶本館　2月16日（火）～19日（金）

　　　▶分館　2月23日（火）～26日（金）

　　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第3日曜日

かみしばいの会

第2日曜日

14日　午後2時～

4歳～　3階集会室

※当日申込制先着20名

ひなまつり

おはなし会

第4日曜日

かがくあそび

第2日曜日

「変身牛乳パック」をつくろう！

14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 今月はおやすみです。
おはなし会

第2日曜日

14日　午前11時～

3歳～　※当日先着6名

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

13日・27日　午前11時～　3歳～

※当日申込制先着5組

吾妻まちづくりセンター1階　和室

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。 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 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。

 　　工作教室 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 今月はおやすみです。

2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

21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

今月はおやすみです。親子おはなし会

28日

午後2時30分～　4歳～

3階集会室　※当日申込制先着20名
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書　　　名 著　者　名 出　版　社

基礎からわかる情報リテラシー
奥村晴彦／著

森本尚之／著
技術評論社 007.6/ｵ/

書評キャンパスat読書人 2019
大学生と

「週刊読書人」編集部／著
読書人 019.9/ｼ/19

対話の技法 納富信留／著 笠間書院 104/ﾉ/

感情史の始まり ヤン・プランパー／著 みすず書房 201/ﾌﾟ/

武蔵野樹林 vol.5(2020秋) 角川文化振興財団 291.365/ﾑ/5

18歳から考える人権 宍戸常寿／編 法律文化社 323.143/ｼﾞ/

ひとりでやらない育児・介護のダブルケア
相馬直子／著

山下順子／著
ポプラ社 S 367.3/ｿ/

誰がメンズファッションをつくったのか? ニック・コーン／著 DU BOOKS 383.14/ｺ/

南極ダイアリー 水口博也／著 講談社 402.979/ﾐ/

ストーリーでわかる災害時の食支援Q&A 須藤紀子／他共著 建帛社 498.59/ｽ/

荒川流域の開発と神社in埼玉 松浦茂樹／著 関東図書 517.213/ﾏ/

いちばんやさしい水引細工の手習い帖 荻原加寿美／著 ナツメ社 594.9/ｵ/

素材をたのしむ精進料理 精進料理 大原千鶴／著 東本願寺出版 596.21/ｵ/

馬を巡る旅 小檜山悟／著 三才ブックス 645.2/ｺ/

西武鉄道沿線アルバム 牧野和人／解説 アルファベータブックス 686.213/ﾏ/

桃山
東京国立博物館／編集

読売新聞社／編集
読売新聞社 H 702.148/ﾓ/

手塚治虫のマンガの教科書 手塚治虫／著 興陽館 726.107/ﾃ/

紙で作るリアル風景 太田隆司／著 ホビージャパン 754.9/ｵ/

声が通らない! 新保信長／著 文藝春秋 809.2/ｼ/

即興スピーチ術 大嶋友秀／著 芸術新聞社 809.4/ｵ/

響映する日本文学史 島内裕子／著 左右社 910.2/ｼ/

私の人間論 福田恆存／著 ビジネス社 910.268/ﾌ/

あの人と短歌 穂村弘／著 NHK出版 911.104/ﾎ/

詩活の死活 谷川俊太郎／他著 澪標 911.52/ﾀ/

大都会の愛し方 パクサンヨン／著 亜紀書房 929.13/ﾊﾟ/

フォックス家の殺人 エラリイ・クイーン／著 早川書房 B 933.7/ｸ/

カフェ・シェヘラザード アーノルド・ゼイブル／著 共和国 933.7/ｾﾞ/

本当の豊かさ ジャン・ジオノ／著 彩流社 954.7/ｼﾞ/

分　類
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