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（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） 
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（富岡まちづくりｾﾝﾀｰ２階） 
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☎ 2944-4023 / Fax 2945-7236 
☎ 2929-1905 / Fax 2929-1906 
☎ 2992-2796 / Fax 2992-2797 
 
 
 
 
 
 

  
 
‣月 曜 日 
‣図書整理日 

 
 
５日・１２日・１９日・２６日 
２８日 ※毎月最終水曜日 

  

２９日（木） 

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、 

２９日（木）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 

2021.4 

 
所沢市立 
所沢図書館 

※     は休館日です 

新生活が始まりますね。 

今年度も所沢図書館をぜひ

ご利用ください。 

《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 



　

4月のこども映画会　所沢分館 1階多目的会議室　午前11時開演　定員：20名（事前申込制・先着順）

4月1日（木）午前9時30分から所沢分館にて受付（電話申込可☎2923-1243）

      　　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。（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。）

　▶日時：5月8日（土） 午後1時30分～

　▶場所：吾妻まちづくりセンター1階　ホール

　▶講師：飯野まき（いいのまき）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）

　▶申込方法：4月17日（土）午前9時30分より吾妻分館カウンター又は電話で受付（☎04-2924-0249）

4月以降の催し物・お知らせ

返し忘れは、ありませんか？

　　本やCD・DVD・ビデオなどの貸出期間は２週間です。返却期限の迫っている方は、ご注意ください。

　　また、返却期限より３０日経過しても返却されない場合は､新たな貸出・予約サービスを一時停止いたします。

　　なお、返却の際は直接カウンターへお持ちいただくか、本館、分館、下記のまちづくりセンター等に設置され

　ている返却ポストへお返しください。

　　　　・三ケ島まちづくりセンター（体育館脇）　　　　　　　・山口まちづくりセンター（玄関脇）

　　　　・小手指まちづくりセンター（玄関脇）　　　　　　　　・小手指公民館分館（玄関脇）

　　　　・並木まちづくりセンター（さくら児童館玄関脇）　　　・新所沢東まちづくりセンター（駐輪場脇）

　　　　・松井まちづくりセンター（玄関脇）　　　　　　　　　・所沢駅サービスコーナー（施設内）

　※視聴覚資料（CD・DVDなど）、大型絵本、市外の図書館から借用した資料につきましては、破損・紛失などを

　防ぐため、本館・分館カウンターへ直接お返しください。

転居・転出される方へのお願い

　　市内転居などで住所・電話番号等が変わった方は、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、引き続き入間・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・在学の方は、所沢図書

　館で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。

　4月の市民映画会　所沢分館 1階多目的会議室　　午後2時開演　定員：20名（事前申込制・先着順）

4月1日（木）午前9時30分から所沢分館にて受付（電話申込可☎2923-1243）

　18日（日）　『日本の昔ばなし　浦島太郎　ほか』（アニメ）　24分

　18日（日）　『刑事』　1995年　（日本）　89分

　　　　　　　　演出：重光亨彦　作：早坂暁　出演：高倉健　田中好子

所沢ゆかりの絵本作家　飯野まきさんの読み聞かせ＆ワークショップ
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第3・4土曜日
かみしばいの会 今月はおやすみです。

親子おはなし会 かがくあそび 今月はおやすみです。

所沢分館 ☎２９２３-１２４３ 新所沢分館 ☎２９２９-１９０５

おはなし会

第3土曜日

   17日　午前 10時30分～

3歳～　※当日申込制先着6名

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3・4土曜日

17日・24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

　    第3水曜日

 21日

 こぐまおはなし会 2～3歳 午後3時10分～

ぺんぎんおはなし会 3～6歳 午後4時10分～

※当日先着7名

おはなし会

第3土曜日

17日  午後2時～　3歳～

※当日先着7名

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

24日　午前11時～

3歳～　※当日申込制先着5組

おはなし会

第3・4土曜日

17日・24日

3歳～　午前10時30分～　※24日は紙芝居

※事前申込制先着3組

椿峰分館 ☎２９２４-８０４１ 松井小学校図書館 ☎２９９２-２７９６

おはなし会

第4土曜日

24日　午前11時～

4歳～　※事前申込制先着6名

申込： 17日（土）から開始

おはなし会 今月はおやすみです。

親子おはなし会

第3木曜日
今月はおやすみです。

工作教室

第3日曜日
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

第4金曜日

23日　午前10時30分～

0～3歳の子と保護者

※当日申込制先着6組

4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 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
今月はおやすみです。

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

今月はおやすみです。
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★子ども読書の日★

ぬいぐるみおとまり会

★こどもの読書週間★

春のわくわく読書スタンプラリー

★こどもの読書週間★

バスボムをつくろう！

★こどもの読書週間★

およげ！こいのぼり

★こどもの読書週間★

おはなし会スペシャル

★とこぶん工作会★

しゃかしゃか わくわく

マラカスをつくろう

所沢分館　5月1日（土）

午前11時30分～

3歳～（未就学児は保護者同伴）

※事前申込制（定員8名（先着））

25日（日）～申込受付、電話可

おはなし会室　11時20分～開場

新所沢分館

20日（火）～5月23日（日）

お子様ならどなたでも参加できます。

◎本を読んでスタンプをあつめよう！ス

タンプがたまると記念品がもらえるよ。

★こどもの読書週間★

◯×クイズに挑戦！

椿峰分館

17日（土）～5月25日（火）　4歳～

◎本を借りて○×クイズに挑戦しよう！

3つ正解するとプレゼントがあるよ♪

椿峰分館　5月5日（水）

①午前10時30分～　②午後2時～

小学生～（1人で参加できる子）

※事前申込制（各回定員3名（先着））

24日（土）～申込受付、電話可

★こどもの読書週間★

みんなのおすすめ本の花をさかせよう

所沢分館

27日（火）～5月16日（日）

子ども（18歳以下）　申込不要

◎好きな本・おすすめの本を

花の形の用紙に書いて教えてね。

★こどもの読書週間★

みんなでつくるブックツリー

4月のこどもむけ特別行事

★こどもの読書週間★

「春の読書の木」を実らせよう！

狭山ヶ丘分館

1日（木）～5月25日（火）

どなたでも参加できます。

◎好きな本のことを

おりがみのはっぱに書こう！

★こどもの読書週間★

どうぶつあつまれ！つばきの森

椿峰分館

17日（土）～5月25日（火）

どなたでも参加できます。

◎好きな絵本やおはなしを

どうぶつカードに書いてね！

★子ども読書の日★

クイズラリー

吾妻分館

24日（土）～５月23日（日）

児童　申込不要

◎あなたのおすすめ本を教えてくださ

い。用紙をブックツリーに飾ります。

★こどもの読書週間★

館長のがんばれ図書館クイズ‼

松井小学校図書館

20日（火）～5月2日（日）

図書館の本からクイズを出します。

本館　24日（土）・25日（日）

お子様ならどなたでも参加できます。

◎トベアと一緒にクイズラリーをしよ

う。すてきなプレゼントもあるよ！

所沢分館

おあずかり：24日（土）

午前9時30分～午後3時

おむかえ：25日（日）

午前9時30分～12時

子ども（18歳以下）　申込不要

★こどもの読書週間★

図書館クイズスタンプラリー

狭山ヶ丘分館

20日（火）～5月30日（日）

乳幼児と保護者、小学生～　申込不要

◎楽しいプレゼントを用意しています。

富岡分館

17日（土）～5月16日（日）

どなたでも参加できます。

◎好きな本のことをこいのぼりの

用紙に書いて教えてね。

★こどもの読書週間★

イベントスタンプラリー

「世界一周むかしばなしの旅」

柳瀬分館

23日（金）～5月9日（日）

小学生までのお子様　申込不要

松井小学校図書館

25日（日）

午前11時～　4歳～　※当日先着10名
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2021.4

書　　　名 著　者　名 出　版　社

スキルアップ!情報検索 中島玲子／著 日外アソシエーツ 007.58/ｽ/

それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける! 広瀬浩二郎／著 小さ子社 069.04/ﾋ/

子どもの心に出会うとき 村瀬嘉代子／著 金剛出版 146.82/ﾑ/

世渡りの修養・処世訓言集 渋沢栄一／著 徳間書店 159/ｼ/

上手に発散する練習 名取芳彦／著 青春出版社 S 188.54/ﾅ/

考古学はどんな学問か 鈴木公雄／著 筑摩書房 B 210.025/ｽ/

渋沢栄一と同時代を生きたキーパーソン100
「渋沢栄一と同時代を生きた

    キーパーソン100」製作委員会／著
東京ニュース通信社 281.04/ｼ/

東武鉄道てくてく日帰り散歩旅 はるやまひろぶみ／文と写真 彩図社 291.3/ﾊ/

民主主義を信じる 宇野重規／著 青土社 304/ｳ/

蔣介石の書簡外交　上・下 麻田雅文／著 人文書院 319.22/ｱ/

Q&Aでわかる!デジタル遺産の相続 笹川豪介／著 きんざい 324.7/ｷ/

ステップファミリー 野沢慎司／著 KADOKAWA S 367.3/ﾉ/

超えてみようよ!境界線 村山哲也／著 かもがわ出版 372/ﾑ/

ハリウッド映画に学ぶ「死」の科学 リック・エドワーズ／著 草思社 404/ｴ/

星座の起源 近藤二郎／著 誠文堂新光社 440.242/ｺ/

喘息・花粉症・食物アレルギー 永田真／著 ライフサイエンス出版 493.14/ﾅ/

日本の歴史的建造物 光井渉／著 中央公論新社 S 521.8/ﾐ/

自動運転 二宮芳樹／編著 コロナ社 537/ﾆ/

20世紀ファッション 成実弘至／著 河出書房新社 B 589.2/ﾅ/

自分の地域をつくる 菅原和利／著 本の種出版 601.136/ｽ/

渋沢栄一と鉄道 小川裕夫／著 天夢人 686.21/ｵ/

童謡が輝いていた頃 服部公一／著 音楽之友社 762.1/ﾊ/

映像編集の技法 スティーヴ・ハルフィッシュ／著 フィルムアート社 778.4/ﾊ/

宮崎駿とジブリ美術館　１・２ 宮崎駿／著 岩波書店 H 778.77/ﾐ/

分　類

Ｂ→文庫 Ｓ→新書 H→大型本- 5 -



古代日本語発掘 築島裕／著 吉川弘文館 810.23/ﾂ/

わかる!使える!外来語辞典 増井金典／著 ミネルヴァ書房 813.7/ﾏ/

季節と気持ちを上手に伝える手紙の書き方マナー&文例集 杉本祐子／著 主婦の友社 816.6/ｽ/

自由 大口玲子／著 書肆侃侃房 911.168/ｵ/

詩人の現在 村椿四朗／著 土曜美術社出版販売 911.52/ﾑ/

庭園考 塩嵜緑／著 書肆山田 911.56/ｼ/

ボニン浄土　１・２・３ 宇佐美まこと／著 大活字文化普及協会 L 913.6/ｳ/

まち　１・２・３ 小野寺史宜／著 大活字文化普及協会 L 913.6/ｵ/

連鶴　１・２・３ 梶よう子／著 大活字文化普及協会 L 913.6/ｶ/

ウィーン近郊 黒川創／著 新潮社 913.6/ｸ/

168時間の奇跡 新堂冬樹／著 中央公論新社 913.6/ｼ/

さくら、うるわし 長野まゆみ／著 KADOKAWA B 913.6/ﾅ/

ムーンライト・イン 中島京子／著 KADOKAWA 913.6/ﾅ/

ヴォイド・シェイパ 森博嗣／著 講談社 913.6/ﾓ/

短編宇宙 集英社文庫編集部／編 集英社 B 913.68/ﾀ/

追懐の筆 内田百間／著 中央公論新社 B 914.6/ｳ/

明けゆく毎日を最後の日と思え 玉村豊男／著 天夢人 914.6/ﾀ/

歩く人 若山牧水／著 田畑書店 915.6/ﾜ/

永井隆のことば 永井隆／絵・文 サンパウロ 917/ﾅ/

ゼアゼア トミー・オレンジ／著 五月書房新社 933.7/ｵ/

丸い地球のどこかの曲がり角で ローレン・グロフ／著 河出書房新社 933.7/ｸﾞ/

マハラジャの葬列 アビール・ムカジー／著 早川書房 933.7/ﾑ/

ディケンズ全集　書簡集1 ディケンズ／[著] 萌書房 938.68/ﾃﾞ/

夜ふけに読みたい動物たちのグリム童話 グリム兄弟／著 平凡社 943.6/ｸﾞ/

カルフェシュからの指令 デトレフ・G.ヴィンター／著 早川書房 B 943.7/ﾋﾞ/

グレゴワールと老書店主 マルク・ロジェ／著 東京創元社 953.7/ﾛ/

デーモン ミハイル・レールモントフ／詩 エクリ 981/ﾚ/
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