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30 31      

 ‣月 曜 日 
‣祝日の振替 
‣図書整理日 

１０日・１７日・２４日・３１日 
６日（木） 
２６日 ※毎月最終水曜日 

祝日開館 3 日（月）・4 日（火）・5 日（水） 
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、３日（月）・4 日（火）・５日（水）は休館となります。 

《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） 

 

 

☎ 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 
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図書館は大型連休中も 

開館しております。 

皆様のご来館を 

お待ちしております☆ 

所沢市立 
所沢図書館 

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 

※    は休館日です 

休館日 

＊＊＊ くらしの中に図書館を ＊＊＊ 

 

ホームページアドレス 

※ まん延防止等重点措置の対象期間中は 
  午前９時３０分から午後８時まで             



5月以降の催し物・お知らせ

今後の図書館のイベント

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。

　　感染症予防のため外出を自粛されている方でも、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。

図書館の新型コロナウイルス感染症予防対策

　　所沢図書館本館、各分館（所沢、椿峰、狭山ヶ丘、富岡、吾妻、柳瀬、新所沢）では、館内に消毒液や

　　図書除菌機の設置を行っておりますのでご利用ください。

　

　　また、ご来館の際には、マスクの着用や手洗い、咳エチケット、滞在時間１２０分以内のご利用など、

　　感染予防対策にご協力ください。※滞在時間は状況により変更する場合があります。

　　発熱等の風邪症状が見られる場合はご来館をお控えください。

　　新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、イベントの中止や日程等の変更が生じる場合があります。

　　最新の情報は、館内掲示や所沢図書館ホームページでご確認ください。

新機能！予約待ち資料の「予約繰下期間登録」について

　予約繰下期間登録とは？

　　出張・入院・旅行等により、予約待ちの本やCDなどの予約資料が受取できない期間をあらかじめ

　　「予約繰下期間」として登録することができるようになりました。

　　期間中は予約順位を保ったまま他の利用者にゆずり、期間終了後に予約順位のとおり、準備ができ次第、

　　予約資料を確保します。

　　○登録ができるもの

　　・予約待ちの図書やCDなどで提供順位が来ていないもの

　　　※提供順位が来た場合（準備中を含む）や、

           相互貸借（他館からの借受）は予約繰下げできません。

　　○登録できる日付

　　・登録日から最大30日後までの日付

　　○登録方法

　　・図書館ホームページ「利用者のページ」※ホームページからの登録には、パスワード発行が必要です。

　　・所沢図書館本館、各分館（カウンター、電話）※利用券が必要です。

旅行

入院

出張
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本　館 ☎２９９５-６３１１

おはなし会

第2・3・4・5土曜日

かみしばいの会

第1土曜日

1日

午後2時～　4歳～

※当日申込制先着15名

親子おはなし会
かがくあそび

第1土曜日

「CDコマ」をつくろう！

1日

午後3時～　小学生～

※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

   1日・15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4土曜日

22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 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4土曜日

22日　午前11時～

3歳～　※当日申込制先着5組

おはなし会

第4・5土曜日

22日・29日

3歳～　午前10時30分～　※29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日曜日

23日　午前11時～

4歳～　※先着10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。
工作教室

第5土曜日

びっくりヘビ!!　をつくろう!!

29日　午前10時30分～

5歳～　※先着5名

親子おはなし会

第4金曜日

28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

8日・22日　午前11時～

4歳～　※事前申込制先着6名

　 8日のおはなし会は1日（土）、

 22日のおはなし会は15日（土）

から受付開始です。

おはなし会

第2・4土曜日

5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 今月はおやすみです。

8日・15日・22日・29日

午後2時～　　　 4歳～

午後3時30分～　小学生～

※当日申込制先着15名

　 今月はおやすみです。
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★こどもの読書週間★

どうぶつあつまれ！つばきの森

★こどもの読書週間★

図書館クイズスタンプラリー

★こどもの読書週間★

みんなでつくるブックツリー

5月のこども向け特別行事

★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

開催中、9日（日）まで

小学生までのお子様　申込不要

★図書館男子のおはなし会★

狭山ヶ丘分館

29日（土）　午前10時30分~

子ども（18歳以下）　申込不要

当日先着6名

◎男性職員によるおはなし会です。

★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

開催中、16日（日）まで

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。

本と並べて展示するよ。

椿峰分館

開催中、25日（火）まで

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！

つばきの森をにぎやかにしよう！

★こどもの読書週間★

◯×クイズに挑戦！

椿峰分館

開催中、25日（火）まで

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♪

★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

開催中、25日（火）まで

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！

狭山ヶ丘分館

開催中、30日（日）まで

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。

★こどもの読書週間★

およげ！こいのぼり

富岡分館

開催中、16日（日）まで

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。

吾妻分館

開催中、23日（日）まで

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。

5月も、所沢図書館では楽しいイベントをたくさんやりま

す！

子ども読書週間（4月23日～5月12日）の特別な展示やお

はなし会など、イベント内容は各館で異なりますので確

認したうえでご来館ください。

図書館に来るときはマスクを忘れずにお願いします！
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2021.５

書　　　名 著　者　名 出　版　社

大きな字でわかりやすいパソコン入門 AYURA／著 技術評論社 007.6/ｵ/

未来の図書館のために 前川恒雄／著 夏葉社 010.4/ﾏ/

死と向き合う言葉 呉智英／著 ベストセラーズ 114.2/ｸ/

東京周辺ご朱印めぐり旅乙女の寺社案内 「江戸楽」編集部／著 メイツユニバーサルコンテンツ 175.93/ﾄ/

歴史を変えた自然災害 ルーシー・ジョーンズ／著 原書房 204/ｼﾞ/

日本史を動かした女性たち 北川智子／著 ポプラ社 S 210.48/ｷ/

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/

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/

遅刻してくれて、ありがとう　上・下 トーマス・フリードマン／著 日経BP日本経済新聞出版本部 B 361.5/ﾌ/

おひとりさま介護 村田くみ／著 河出書房新社 369.261/ﾑ/

昔話と子どもの空想 東京子ども図書館／編纂 東京子ども図書館 G 388.04/ﾑ/

感染の法則 アダム・クチャルスキー／著 草思社 417/ｸ/

庭や街で愛でる野鳥の本 大橋弘一／著 山と溪谷社 488.21/ｵ/

65歳からのお通じ快腸レシピ 松枝啓／著 女子栄養大学出版部 493.46/ﾛ/

美しき鉄道橋の世界 武田元秀／著 天夢人 516.24/ﾀ/

国立代々木競技場と丹下健三 豊川斎赫／著 TOTO出版 526.78/ﾄ/

フクシマ戦記　上・下 船橋洋一／著 文藝春秋 543.5/ﾌ/

農家が教える草刈り・草取りコツと裏ワザ 農文協／編 農山漁村文化協会 615.6/ﾉ/

トマト 藤田智／著 NHK出版 626.27/ﾌ/

鉄道高速化物語 小島英俊／著 創元社 686.04/ｺ/

近代日本の音楽百年　１～４ 細川周平／著 岩波書店 762.1/ﾎ/

キャンプと楽しむ釣り入門 つり人社書籍編集部／編 つり人社 787.1/ｷ/

茶人のたしなみ和歌・俳句に学ぶ 石塚修／著 淡交社 791.2/ｲ/

分　類
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花咲く大和言葉の森へ 近藤健二／著 松柏社 810.23/ｺ/

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/

英語の教養 大井光隆／著 ベレ出版 830.1/ｵ/

甘美で痛いキス 山口雅也／総指揮 二見書房 908.3/ｶ/

妄想古典教室 木村朗子／著 青土社 910.23/ｷ/

ねむらない樹　vol.6 書肆侃侃房 911.16/ﾈ/6

季語の科学 尾池和夫／著 淡交社 911.307/ｵ/

ぼくがきみを殺すまで あさのあつこ／著 朝日新聞出版 B 913.6/ｱ/

ぼくは朝日 朝倉かすみ／著 潮出版社 B 913.6/ｱ/

そして扉が閉ざされた 岡嶋二人／著 講談社 B 913.6/ｵ/

レールの向こう 大城立裕／著 集英社 B 913.6/ｵ/

黒沼 香月日輪／著 徳間書店 B 913.6/ｺ/

残酷な遊戯・花妖 坂口安吾／著 春陽堂書店 913.6/ｻ/

日蓮 佐藤賢一／著 新潮社 913.6/ｻ/

三つの嶺 新田次郎／著 小学館 913.6/ﾆ/

開けてもいい玉手箱 目代雄一／著 書肆侃侃房 913.6/ﾓ/

優しいおうち 森久美子／著 中央公論新社 913.6/ﾓ/

チョンコとミラたん 岩本さゆき／著 喜怒哀楽書房 914.6/ｲ/

みっちんの声 石牟礼道子／著 河出書房新社 914.6/ｲ/

ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と

　　聴こえない世界を行き来して考えた30のこと
五十嵐大／著 幻冬舎 916/ｲ/

敗れざる者たち 沢木耕太郎／著 文藝春秋 B 916/ｻ/

リングサイド 林育徳／著 小学館 923.7/ﾘ/

フラッシュ ヴァージニア・ウルフ／著 幻戯書房 933.7/ｳ/

任務の終わり　上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 B 933.7/ｷ/

アンオーソドックス デボラ・フェルドマン／著 辰巳出版 936/ﾌ/

愛の自転車 ペール・J.アンデション／著 徳間書店 949.86/ｱ/

大群 ジャン・ジオノ／著 彩流社 953.7/ｼﾞ/
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