
ようこそ、大宮図書館へ
 令和元年（2019年）5月7日、新しい時代の幕開けとともに、
大宮図書館は、大宮駅とさいたま新都心駅のほぼ中間に新築
建替えされた、大宮区役所庁舎（地下1階地上6階）に移転開
館しました。氷川参道沿いに建てられたこの建物は製糸業で
栄えた大宮の歴史に鑑み、絹糸をまとった織枠をイメージして
おり、周りの緑の木々に溶け込んだ美しい外観となりました。 
 この素敵な図書館を魅力ある街、大宮のにぎわいを創出する
拠点として、市民の皆様と一緒に大宮図書館を育てていき
たいと願っています。

大宮図書館　館長

今月のおすすめ資料

大宮図書館の新しい設備をご紹介します。

たまには図書館でゆっくり本を読みたいけれど、子どもがいるとな
かなか難しい…。
そんなお父さん、お母さんがゆっくりと本を読んでいただけるよう、
黄色いエプロンを付けた「育児コンシェルジュ」がお手伝いします。

託児の研修を受けた株式会社明日香のスタッフです。

保護者の方の市立図書館利用者カードとお子さんに
必要なものをご持参ください。
【例】飲み物、ミルク（哺乳瓶、粉ミルク、お湯）、ビニール袋、

着替え一式、おむつ、バスタオル（またはミニ毛布）、おやつ、
お気に入りのおもちゃなど（すべてのものに記名してください）

受付時にお伺いする保護者の方の緊急連絡先にご連絡
させていただきます。
託児サービス利用中の図書館外への外出はご遠慮ください。

誰が子どもを見るの?

満1歳から未就学児
4名程度まで（当日先着順）
無料

さいたま市大宮図書館
2階おはなしの部屋

さいたま市立大宮図書館

毎週金曜日 9時45分から13時15分
1回1時間まで

持ち物は?

託児中に子どもの具合が悪くなったら?

［日時］第1・３水曜日
10時から13時

［場所］さいたま市大宮図書館
2階 児童書コーナー

［内容］子育てに関する本のご案
内や、お子さま連れのか
たへの図書館利用のお手
伝いなど。
お気軽にご相談ください。

日時

場所

対象
申込定員
費用

一般 児童 Y A

・

・

・

・

・

・

より身近により便利に

読書に疲れたら気分転換に
おしゃべりでも！

一冊ずつ本をすべり入れるだけで
返却ＯＫ！

新システムでプライバシーを守れます！

開放的な勉強スペースで効率アップ！

青空の下で読書してみてはいかが？
使い方はとても簡単ですよ！

明るく清潔な授乳室で
ママもベビーもリラックス！

図書消毒機
図書消毒機 スタディコーナー

スタディコーナー

自動返却
機

自動返却
機

アルディージャコーナー
アルディージャコーナー

自動貸出
機

自動貸出
機

大宮図書館ダヨリ vol.0

  美しい妻と子を持つ中学
教師が「自殺相談室」というＳＮ
Ｓに招待され、虜になってし
まう。それは人生に悩んだ人
たちからの相談に４択の中から
１つを選んで答えるというもの
だった。そして同僚の教師や
生徒を巻き込み、ついには自殺
者までが出て…。

志駕　晃 著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ　文庫　¥640　ISBN:9784041077696　　

あなたもスマホに殺される

  時代劇などに登場するお侍
さんの行列がやってきました。
いかめしく更新するかと思い
きや！？　忍者屋敷や妖怪、
宇宙人まで登場し、行列はどう
なる…。
  これを読めば歴史に興味が
わくかも。ぜひ親子で一緒に
読んでほしい一冊です。

シゲリ カツヒコ 著　小学館　¥1,300　ISBN:9784097267751

大名行列

　先日世間を賑わした『人類
史上初めてブラックホールの
撮影に成功』というニュース
で、改めて宇宙に興味を持った
方も多いのではないでしょう
か。そんなライトな宇宙ファン
にもお勧めなのがこちらの
本です。宇宙物理学者である
作者が、とても分かりやすく
教えてくれます。

磯部洋明 著　小学館　¥1,４00　ISBN:9784097267751

宇宙を生きる-世界を把握しようともがく営み-

図書消毒機
紫外線や送風、消臭除菌効果で、図書館の本をより快適に
ご利用できます。

自動貸出機
貸出したい資料をタッチパネルとバーコード読み取りで、
簡単に手続きができます。

予約資料コーナー
予約照会機に利用者カードをかざして棚番号を確認し、予約
した本を自身で棚から探し出して貸出手続が行えます。

スタディコーナー
座席管理システムを利用して、快適に閲覧席をご利用いた
だけます。満席の場合は予約も可能。

バリアフリー
車いすやベビーカーも安心してお使いいただけます。

授乳室
プライバシーが守られた授乳室です。おむつ交換ベッドや
洗面台を備えています。

蔵書数の増加
蔵書数３２万点、雑誌３５０誌以上、新聞４０紙以上を閲覧、
利用していただけます。

開館時間の拡張
開館時間が１．５時間延び（平日祝日問わず午前９時～午後
９時３０分）、より利用しやすくなりました。

子育て支援
各種イベント・育児コンシェルジュなど子育て世代を応援し
ています。

区役所窓口との併設
より身近で便利な図書館を目指します。

文学資料コーナー
大宮ゆかりの文学者を紹介し、貴重な資料を展示しています。

としょかんテラス
天気の良い日は氷川参道の木々を眺めながら、ゆったりと
した時間をお過ごしいただけます。

図書館の本の臭いなどが気になる方は
　どうぞお試しあれ！　

授乳室授乳室

アルディージャの関連資料も
充実してます！

予約資料
コーナー

予約資料
コーナー

みんなのラウンジ
みんなのラウンジ

としょ
かんテ

ラス
としょ

かんテ
ラス

大宮図書館だより
発行：さいたま市立大宮図書館    令和元年（20１９年）５月７日発行
指定管理者：株式会社図書館流通センター　創刊号

「赤ちゃんおはなし会」

「日曜日のおはなし会」 毎週日曜日　11時～11時３０分 ※５月は２６日のみ開催  

毎月第２・４水曜日　11時～11時３０分 ※５月は２２日のみ開催  

育児コンシェルジュとは？

育児コンシェルジュとは、 保育士や幼稚園教諭の資格を持つスタッフで、 絵本や子育てに

関する本の紹介や図書館利用のお手伝いを通して子育てのサポートを行います。 黄色い

エプロンが目印です。 お気軽にお声がけください。
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