
祝日開館 祝日開館 

  

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） 

 

☎ 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 
 
 
 
 
 
 

  
 
‣月  曜  日 
‣図書整理日 

 
 
１日・８日・１５日・２２日・２９日 
３１日（水） ※毎月最終水曜日 

  
２０日（土） 開館時間 午前９時３０分から午後５時まで 

 ※富岡分館・吾妻分館・柳瀬分館・新所沢分館は「成人のつどい」         

  開催のため２０日(土)は休館となります。 
※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、 

２０日（土）は休館となります。 

 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 

2021.3 

 
所沢市立 
所沢図書館 

※     は休館日です 

２０日は休館となる分館

がありますので、お気をつ

けください。 

《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 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

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。 



　

　

　

      　　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。（館内での滞在時間は、状況によって、変更となる場合が

　　　ございます。ご了承ください。）

　　　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。

　3月の市民映画会・こども映画会は、お休みです。

3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。

　　▶期間　2月1日（月）～3月31日（水）　（予定）

　　▶問い合わせ：本館　参考室　（☎２９９５－６３１１）

転居・転出される方へのお願い

　　　市内転居などで住所・電話番号等が変った方は、お早めに最寄りの図書館で登録内容の変更手続きを

　　お願いいたします。

　　　市外に転出される方は、お借りになっている資料と利用券を、図書館にお返しください。

　　　なお、入間・狭山・飯能・日高の4市へ転出される方、及び所沢市内に在勤・在学されている方は、

　　登録内容を変更していただいた上で、所沢図書館をご利用いただけます。

臨時休館のお知らせ

　　富岡分館、吾妻分館、柳瀬分館、新所沢分館では、「所沢市成人のつどい」開催のため、以下の日程は終日

　臨時休館となります。

　　▶日程　3月20日（土・祝）

   雑誌スポンサーを募集いたします

　　雑誌の寄贈（雑誌購入費の負担）をしていただき、その雑誌の最新号のカバーに、スポンサーの名称やメッ

    セージ等を表示します。

      ▶対象  市内の企業・団体など

      ▶問い合わせ：本館　（☎２９９５－６３１１）
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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

28日　午後2時～

4歳～　3階集会室

※当日申込制先着20名

かがくあそび

第2日曜日

春休みかがくあそび

スペシャル

「万華鏡」をつくろう！

26日（金）　午後3時～

小学生～　3階集会室　定員15名

※事前申込制12日（金）～受付開始

カウンターまたは電話にて申込受付

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 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

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

第2・4土曜日

13日・27日　午前10時30分～

3歳～　※事前申込制先着3組

★27日は紙芝居の日

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
今月はおやすみです。

おはなし会

第3日曜日

21日「もうすぐ春やすみだおはなし会」

午前11時～　4歳～　※当日先着10名

親子おはなし会 今月はおやすみです。

 　　工作教室

　　第2土曜日

13日「びっくり‼へビだぞー」

午前10時30分～　5歳～　※当日先着5名

お預かり：20日（土）午前10時～12時

お迎え　：21日（日）午前10時～12時

小学生以下　定員20名

※事前申込制13日（土）～受付開始

カウンターまたは電話にて申込受付

春休み特別企画

うごく・あそべる

折り紙マジック

27日（土）

「はらぺこあおむしをつくっちゃおう」

午前10時30分～　5歳～　※当日先着12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。

3月のこども向け行事

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

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

「変身牛乳パック」をつくろう！

28日　午後3時～

小学生～　3階集会室

※当日申込制先着15名

あなたのぬいぐるみ

を、椿峰分館におと

まりさせませんか？

ぬいぐるみ

おとまり会

中止
中止

中止
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2021.3

書　　　名 著　者　名 出　版　社

青春の本棚 高見京子／編著 全国学校図書館協議会 G 019.5/ﾀ/

女は不死である 立木康介／著 河出書房新社 146.1/ﾂ/

神々と人間のエジプト神話 大城道則／著 吉川弘文館 164.42/ｵ/

渋沢栄一92年の生涯 春の巻 白石喜太郎／著 国書刊行会 289.1/ｼ/1

行動経済学 ミシェル・バデリー／著 早川書房 B 331/ﾊﾞ/

手話の学校と難聴のディレクター 長嶋愛／著 筑摩書房 S 378.2/ﾅ/

子どものアレルギーのすべてがわかる本 講談社 493.931/ｺ/

ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち 吉川徹／著 合同出版 493.937/ﾖ/

図説日本建築の歴史 矢ケ崎善太郎／編著 学芸出版社 521/ﾔ/

病気がわかる事典 成美堂出版 598.3/ﾋﾞ/

日本の庭こぼれ話 龍居竹之介／著 三月書房 629.21/ﾀ/

安彦良和マイ・バック・ページズ
安彦良和／著

石井誠／著
太田出版 726.101/ﾔ/

直感力 羽生善治／著 PHP研究所 B 796.021/ﾊ/

心を伝える、すぐに役立つ手紙・はがき・一筆箋の書き方マナー大全 杉本祐子／著 主婦の友社 816.6/ｽ/

若い読者のための文学史 ジョン・サザーランド／著 すばる舎 902/ｻ/

振り返ってみたら、そこに詩が 中原道夫／著 土曜美術社出版販売 911.5/ﾅ/

イグジット 相場英雄／著 日経BP 913.6/ｱ/

ヘルメースの審判 楡周平／著 KADOKAWA 913.6/ﾆ/

くじら屋敷のたそがれ 原葵／著 国書刊行会 913.6/ﾊ/

商店街のジャンクション 村木美涼／著 早川書房 913.6/ﾑ/

工学部ヒラノ教授のウィーン独り暮らしの報酬 今野浩／著 青土社 916/ｺ/

『トム・ソーヤーの冒険』の世界 小野俊太郎／著 小鳥遊書房 G 930.28/ﾄ/

十五匹の犬 はじめて出逢う世界のおはなし アンドレ・アレクシス／著 東宣出版 933.7/ｱ/

見えない人間 上・下 ラルフ・エリスン／著 白水社 933.7/ｴ/

誠意が問われるとき アクセル・ハッケ／著 行路社 944.7/ﾊ/

はじまりの夜 パスカル・キニャール／著 水声社 954.7/ｷ/

レオノーラ フィクションのエル・ドラード エレナ・ポニアトウスカ／著 水声社 963/ﾎﾟ/

不埒な人たち ヤロスラフ・ハシェク／著 平凡社 B 989.53/ﾊ/

分　類

-4- G→児童図書研究本 Ｂ→文庫 Ｓ→新書


