
１ 市民の課題解決に役立ち、地域の発展を 

支える情報センター 

２ さいたま市の図書館ネットワークの中枢 
として各区の地区図書館を支援 

０１ すべての人に、適切な資料を 

～誰も取り残さない資料の提供～ 
当館は、さいたま市の中央図書館として、

様々な価値観を持った市民のニーズに応える

ため幅広い分野の資料を収集・提供していま

す。また、通常の図書だけでなく、点字図書や録音図書・大活字本・

電子書籍・複数言語の外国語資料など、図書館の利用に障害のある方

にも利用できる様々な形態の資料の収集・提供にも努めています。こ

うした「誰も取り残さない資料提供」の取組を通じて、ＳＤＧｓの目

標４「質の高い教育をみんなに」に寄与していきたいと考えています。 

０２ すべての人に、働きがいのある仕事を 

～ビジネス支援への取組～ 
当館では、ビジネスについての資料に特化

したビジネス支援コーナーを設置し積極的に

資料の収集・提供をしています。また、商用

データベースを開放し、ビジネスに必要な最新の情報の提供を行なう

ほか、他機関と連携して創業相談会を開催するなど、「すべての人が

働きがいを感じて仕事ができる社会」の実現に努めています。こうし

た取組を通じて、ＳＤＧｓの目標８「働きがいも経済成長も」に寄与

していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市浦和区東高砂町 11-1 ■電話：048-871-2100 ■FAX：048-884-5500 

■交通：JR浦和駅東口 徒歩 1 分 

中央図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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１ 昭和 49年に開館した旧中山道沿いにあ          

る静かで落ち着いた図書館 

２ 学校図書館支援センター＊を併設 
＊学校図書館への資料の貸出やレファレンスの支援が主な業務 

０１ 様々な分野で活躍中の方を招いた講座を開催  

～幅広い年齢層に対応した資料の収集と講座を開催～ 

 当館は、地域の知の拠点として、地域の

方々にご利用いただいている図書館です。

赤ちゃんからお年寄りまで、地域の幅広い 

年齢の方にご利用いただける資料を収集・提供・保存しています。

さらに、様々な分野で活躍中の方を講師としてお招きした講座を開

催しています。その顔ぶれは、映像研究家、大学教員、地域の文庫で活動されている方など、

多彩です。このような取組を通じて、ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」に寄与

していきたいと考えています。

０２ 紅赤、サツマイモをもっと身近に 

～サツマイモの女王「紅赤」の発見の地として～ 

 当館では、「サツマイモ」に関する資料を集め

たコーナーを設置しています。サツマイモの女

王と呼ばれる「紅赤」発見の地が北浦和とされ 

ているからです。サツマイモは、飢饉を救う「救荒作物」と呼ばれていま

す。２０２1 年 5 月現在、コーナーの資料数は３3１点。絵本から専門

書まで幅広く収集し、ブックリストの作成・配布も行っています。紅赤

発見１２０年の年には、大学教員を招いて記念講演会を開催しました。

このような取組を通じて、ＳＤＧｓの目標２「飢餓をゼロに」に貢献したいと考えています。

■所在地：さいたま市浦和区北浦和 1-4-2 ■電話：048-832-2321 ■FAX：048-832-2324

■交通：JR北浦和駅東口 徒歩 5分 

北浦和図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞
さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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東浦和図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 緑区の地域図書館でプラザイーストの１ 

階にある使い勝手のいい図書館 

２ 館内は、実用書コーナーやサッカーコーナ 

ーなどテーマ別に本が並び、ＣＤ／ＤＶＤ 

などが視聴可能 

０１ サッカーのまちの図書館  

 当館では、浦和レッズのホーム 

タウンにある図書館という特性を 

活かし、サッカーや浦和レッズに 

関する資料を幅広く収集・提供しています。また、浦和レッ 

ズと連携し、読書の楽しみを広く伝えることを目的に、選手 

・コーチのおすすめ本を紹介した小冊子『選手・コーチが 

すすめるこの１冊』と、サッカーに関する資料や情報を紹介 

する『We read reds！東浦和図書館サッカーコーナー通信』を作成し、あわせて掲載資料

の展示を行っています。こうした取組を通じて、SDＧｓの目標１１「住み続けられるまち

づくりを」に寄与していきたいと考えています。 

０２ 生活や郷土理解に役立つ講座の開催 

 当館では、浦和博物館との連携 

事業として、浦和博物館学芸員を 

講師に招いた講座を開催していま 

す。毎回「博物館・図書館なるほど活用術」「大宮県と浦和 

県」など、生活・学習や、郷土理解に役立つテーマを設定し 

ています。こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標４「質の 

高い教育をみんなに」に寄与していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市緑区中尾 1440-8 ■電話：048-875-9977 ■FAX：048-875-9687 

■交通：JR東浦和駅 国際興業バス 浦和駅東口（浅間下経由）行き 緑区役所入口下車すぐ 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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美園図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 浦和美園駅東口複合公共施設内にある、家族そろ 

って利用できる身近な図書館 

２ 駅から近く、平日は夜８時まで開館。通勤・通学 

の途中でも気軽に立ち寄れます  

０１ 家族そろって利用できる図書館  

 当館は、浦和美園駅の東

口から見える複合公共施設

の２階にあり、通勤・通学の

方にも、地域で暮らす方にも便利な立地です。美園地

域では、近年の開発により、子育て世代を中心に人口

が増加しています。当館では、長くお住いの方も含め、

幅広い年代の方の暮らしに役立つ、衣食住、出産、育

児、教育、健康に関する実用書の収集に力を入れてい

ます。こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標４「質

の高い教育をみんなに」に貢献したいと考えていま

す。 

０２ 協働による子どもの読書活動の推進 

当館では、地域と連携しながら、子どもた

ちの読書への興味・関心を高める事業を実施

しています。美園コミュニティセンターと

は、月１回の乳幼児向け「おはなし会」、夏休み中の「こわ～いおはな

し会」、「小学生工作教室」を共催しています。また、美園教育相談室の

児童・生徒による図書館体験活動や、周辺の小学校の「まちたんけん」

や図書館見学を積極的に受け入れ、図書館の魅力を紹介しています。

このような取組を通じて、SＤＧｓの目標１１「住み続けられるまちづ

くり」に寄与していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市緑区美園 4-19-1 ■電話：048-764-9610 ■FAX：048-764-9622 

■交通：埼玉高速鉄道浦和美園駅東口 徒歩 1分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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大宮図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 「学びたい」「活動したい」を紡ぎ、 

「にぎわい」のある図書館 
２  歌人・大西民子氏を中心とした「文学 

コーナー」を設置 
３ 地元や起業と連携した多様なイベント 

を定期的に開催 

０１ 広めよう 短歌の魅力を次世代へ  

文学が持つ価値観の多様性を次

世代へとつなげるため「文学資料

コーナー」を設置し、歌人・大西

民子やさいたま市にゆかりのある文学者や関連資料の

常設展示を行っています。また、市民と学ぶ文学講座

の実施や、文学ボランティア養成講座を開催すること

により、未来へとつながる人材を持続的に育成してい

ます。 

このような地域社会の発展に貢献する取組を推進し、ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育

をみんなに」の達成に向けて、これから一層重要な役割を担いたいと考えています。 

０２ 子育て中でも「学ぶ場」を 

大宮図書館では子育て中の保護

者がゆっくりと好きな本を読んで

いただけるよう、保育士資格を有

するスタッフによる無料の託児サービスを提供し、育児

中でも図書館を利用しやすい環境を整えています。 

当館は「にぎわいからハタラキを起こす」という運営

テーマのもと、すべての人々が集まる学びの場、憩いの

場として豊かな未来へとつながる新たな子育ての場を

目指し、ＳＤＧｓの目標１１「住み続けられるまちづく

りを」に寄与していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市大宮区吉敷町 1-124-1 ■電話：048-643－3701 ■FAX：048-648-8460 

■交通：JR大宮駅東口 徒歩 15 分  

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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大宮西部図書館＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 鉄道博物館駅から徒歩圏に位置する落ち着 

いた雰囲気の図書館 

２ 蔵書数が中央図書館に次いで２番目に多い 

図書館 

３ 市内を巡回する移動図書館の発着基地 

０１ 鉄道をテーマとする資料の収集・紹介 

当館では、歴史的に鉄道と係わりの深い

地域の一角にあることから、交通・運輸関

係の資料の収集・保存を行っています。ま

た、地域の人たちの役に立ち、大人から子どもまで楽しめるサービ

スとして「鉄道」をテーマとするコーナーを常設し、資料の提供を

しています。定期刊行物『Train Library』を年に３回刊行していますが、印刷物を配布す

るだけでなく、図書館ホームページに掲載することで、より多くの市民に向けて、資料の

紹介を実施しています。こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみん

なに」に寄与していきたいと考えています。 

０２ 移動図書館が読書の楽しみを運ぶ  

さいたま市は、図書館の数が政令指定都

市の中で１番多く、全部で２５館ありま

す。それでも、市内には図書館から2キロ

以上離れた地区が存在します。そこで、たくさんの本を載せた移動

図書館車あじさい号が当館から出発し、図書館から遠い場所に設けた１６のステーション

を巡回しています。棚から直接本を選ぶことにより、市民に未知の世界や知識に出会える

機会を届ける取組を通じて、ＳＤＧｓの目標１１「住み続けられるまちづくりを」に寄与

していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市北区櫛引町 2-499-1 ■電話：048-664-4946 ■FAX：048-667-7715 

■交通：JR大宮駅西口 東武バス 三進自動車行き 櫛引下車 徒歩 3分 

ニューシャトル鉄道博物館駅 徒歩 12 分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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桜木図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ ソニックシティビルの西隣り、シーノ大 

宮センタープラザ４階 

２ 地域的に関心の高いビジネス関係書や、 

生活に役立つ資料を収集

０１ ビジネスに役立つ図書館  
当館は、大宮駅西口に近く、企業のオ

フィスが多くある地域で、オフィスビル

にも隣接しています。そのため、周辺で

働くビジネスマンや、ビジネスに関心のある市民の手助けになるよ

う、地域的に関心の高いビジネスに関する資料を集めたコーナーを

常設しています。内容が分かるよう書架に見出しをつけることで、

より使いやすいコーナーになるよう工夫をしています。 

こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標8「働きがいも経済成長

も」に寄与していきたいと考えています。 

０２ ビジネス情報をより早く詳しく  
当館では、ビジネスに関するコーナーを設けるだけでなく、新

聞記事の検索や法律、財務・会計情報に特化したオンライン・デ

ータベースを導入・提供しています。これらのデータベースを活

用してもらうことで、書籍とは違ったビジネスに関する情報を得ることができます。 

この取組を通じて、SDGｓの目標８「働きがいも経済成長も」に寄与していけるものと

考えています。 

施設の写真 

■所在地：さいたま市大宮区桜木町 1-10-18 ■電話：048-649-5871 ■FAX：048-649-5875 

■交通：JR大宮駅西口 徒歩 5 分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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馬宮図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 馬宮コミュニティセンター１階に立地 

２ 生活に身近な実用書を中心に、地域住民 

のニーズに応える資料を収集 

０１ 「作る楽しみ 育てる楽しみ」を応援する 
 当館は、馬宮コミュニティセンターに併

設された施設です。周辺は自然豊かで四季

折々に変化があり、荒川の堤防からは富士

山や秩父連山といった大パノラマを楽しむことができます。この地

域では花や野菜の栽培、ガーデニングなどに関心が高い方が多く、

当館では園芸に関する資料を集めた「花とガーデニングの本」のコ

ーナーを常設し、資料の収集・提供を行っています。市民の「作る

楽しみ、育てる楽しみ」を応援する取組により、ＳＤＧｓの目標 

１１「住み続けられるまちづくりを」に貢献していきたいと考えて

います。 

０２ 地元チームとともに地域への愛着と誇りを 
 当館のある西区には、プロサッカーチーム

大宮アルディージャのクラブハウスと練習

場があります。当館ではサッカーを身近に感

じ、楽しみを伝えることを目的として「サッカーコーナー」を常設し、

サッカーに関する資料を収集・提供しています。地元チームに親しみ、

さらに地域への愛着と誇りをもつことにつなげる取組として、ＳＤＧ

ｓの目標１１「住み続けられるまちづくりを」に寄与できるものと考

えています。 

■所在地：さいたま市西区西遊馬 533-1 ■電話：048-625-8831 ■FAX：048-625-8833 

■交通：JR大宮駅西口 西武バス JR 指扇駅行き 馬宮コミュニティセンター下車すぐ 

JR 指扇駅 西武バス JR大宮駅西口行き 馬宮コミュニティセンター下車すぐ 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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大宮西部図書館三橋分館＞＞＞＞
１ 西部文化センター内にある大宮西部図書館 

の分館 

２ 乳幼児から「本に親しむ」ことができる読 

書環境を提供 

０１ 親子の絆を深める図書館 
 当館は、自然豊かな西区に、大

宮西部図書館の分館として開館

した地区図書館です。近年では、

図書館周辺でも戸建ての家が増え、若い世代の家族での利

用が多くなっています。 

明るい空間で、赤ちゃんとゆっくり絵本を見ながら楽し

い時間を過ごしていただくため、絵本の読み聞かせの会や

ブックスタートで紹介された絵本を集めた赤ちゃん絵本

コーナーを設けています。 

ふれあいを大切にし、親子の絆を深める図書館として、

ＳＤＧｓの目標１６「平和と公正をすべての人に」を目指

します。 

０２ 地域に密着したコンパクトな図書館 
当館は、西部文化センターの２階に併設された市内で一番コン

パクトな図書館です。 

コンパクトでありながら、児童書、実用書、小説、文庫本など網

羅し、近隣住民のニーズに沿った収集に努めています。 

乳幼児からシニア世代まで家族揃って利用できる、ちょっとした生活の疑問解決にも

役立つ、身近にある使い勝手のいい図書館として、ＳＤＧｓの目標１１「住み続けられる

まちづくりを」に寄与していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市西区三橋 6-642-4 ■電話：048-625-4319 ■FAX：048-625-4319 

■交通：JR大宮駅西口 東武バス シティハイツ三橋行き 大宮西警察署前下車すぐ 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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春野図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ ゆったりとした時間を過ごせる郊外型の 

図書館 
２ 見沼区の拠点図書館として、「見沼区を 

知るコーナー」など区内の情報を発信 
３ 開放感のあるドーム型吹き抜けの絵本 

コーナーなど、子どもと一緒にくつろげる
空間を提供 

０１ 図書館を拠点として地域の情報にふれる 
～住民が地域への愛着を深められる図書館を目指して～ 

当館では、地域の情報をいつでも活用

できるよう、「見沼区を知るコーナー」を

設置しています。また、学識経験者や専

門家などを招聘した歴史講座など、生涯学習として関心の高い講座

を開催しています。住民の方々が地域に愛着をもち、図書館を身近

なものと感じられる取組を実施することで、生涯学習の推進に貢献

していきます。これらの取組を通じて、ＳＤＧｓの目標４「質の高

い教育をみんなに」に寄与していきたいと考えています。 

０２ 子どもがのびのびと利用できる図書館 

当館では、おはなし会の実施や児童書の紹介を通じ、子どもた

ちが本に魅力を感じられるよう取り組んでいます。また、おりが

み教室の開催や四季折々の本を展示するなど、図書館に来るのが

楽しくなる様な雰囲気づくりに努めています。子どもが本に触れ、のびのびと読書に親しむ

ことにより、読解力や豊かな感受性をはぐくみ、教育格差の是正に貢献していきます。これ

らの取組がＳＤＧｓの目標１「貧困をなくそう」につなげていけるものと考えています。 

■所在地：さいたま市見沼区春野 2-12-1 ■電話：048-687-8301 ■FAX：048-687-8306 

■交通：JR東大宮駅 国際興業バス アーバンみらい循環 アーバンみらい下車すぐ 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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Ｒｗ美術館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

１ 市民生活に役立つ実用書を幅広く収集 

２ 地域団体の活動に役立つ図書館資料が 

盛んに利用されている 

０１ 図書館で体力づくりのきっかけを  

当館では隣りに大宮武道館

があり、住民のスポーツ活動も

盛んなため、武道関連の資料の

収集に力を入れています。さらに健康やスポーツ全般に

わたる資料を収集し、市民にとって、スポーツや体力づ

くりなどに役立つとともに、健康増進につながる情報を提供しています。 

こうした取組により、ＳＤＧｓの目標３「すべての人に健康と福祉を」に貢献していきた

いと考えています。 

０２ 地域に密着した図書館  

当館は、地区の図書館としては小さい施設ですが、家族で利用し

やすい広い駐車場や、魅力的なイベントの開催により、地域住民に

親しまれている図書館です。定例のおはなし会をはじめ、夏休みに

は、おりがみ教室や工作教室、こわーいおはなし会を開催し、子どもに図書館や読書の楽し

さを伝えています。

このような取組が読解力や豊かな感受性をはぐくむもととなり、教育格差の是正に貢献

することで、ＳＤＧｓの目標１「貧困をなくそう」につなげていけるものと考えています。 

大宮東図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞

■所在地：さいたま市見沼区堀崎町 48-1 ■電話：048-688-1434 ■FAX：048-687-9744 

■交通：東武アーバンパークライン（野田線）大和田駅 徒歩 12 分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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七里図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 子どもの本が充実している地区図書館 
２ 「おすすめコーナー」「季節の展示コーナー」 

など本選びの参考になるコーナーを設置 
３ 周りを田畑に囲まれ、ゆったりのんびり 

読書ができる環境 

０１ イベントを通じた読書活動推進 

～子ども映画会・子ども人形劇の開催～ 

 当館は、七里コミュニティ

ーセンターに併設された小規

模な図書館です。施設内には、２２０人収容可能な多目

的ホールがあり、七里コミュニティーセンターとの共催

で子ども映画会を年3回開催しており、主に児童文学に

関連した作品の上映や、夏休みには人形劇団による人形

劇も行っています。いずれの事業でも、作品にちなんだ

資料の展示を行い、読書意欲の喚起に努めています。これらの取組を通じて、子どもたち

の読書活動の推進を図ることにより、教育の格差解消に貢献し、ＳＤＧｓの目標１「貧困

をなくそう」に寄与していけるものと考えています。 

０２ 季節ごとの展示を通じ図書館の魅力を伝える  

 当館は、住宅街から離れた場所にあり、周辺は季節を感じられ

る自然が数多くあります。季節に合わせたテーマ展示を行い、よ

り豊かな読書習慣が身につくような取組をしています。また、来館した方々に本への興味を

高めてもらうため、図書館員が選んだおすすめの本を展示し、季節を表現したおりがみの飾

り付けを行うなど、仕掛けづくりに努めています。こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標

４「質の高い教育をみんなに」につなげていけるものと考えています。 

■所在地：さいたま市見沼区大谷 1210 ■電話：048-682-3248 ■FAX：048-687-3932 

■交通：JR 大宮駅 国際興業バス 大谷県営住宅行き 大谷下車 徒歩 5分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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片柳図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 周辺が見沼区八景に選定され、自然豊かな 

静かな環境で読書を堪能 
２ ＤＶＤ視聴コーナーやヤングコーナーなど 

子どもや若い方にも魅力的な地区図書館 
３ 児童書コーナーには靴を脱いで上がれるス 

ペースがあり、くつろぎながら親子で絵本 
を楽しめる場 

０１ 映画を通じて読書活動推進 
 当館は、片柳コミュニティセンタ

ーに併設された図書館です。多目的

ルームを利用し、片柳コミュニティ

センターと共催で、子ども映画会と名作映画会を毎年開催し

ています。子ども映画会では児童文学に関連する作品を夏・

冬・春休みに上映しています。映画を上映する際には関連し

た資料の展示を行うことで、読書に関心をもち、親子が一緒に読書を楽しむ機会を創出して

います。子どもが本とふれあい、読解力や豊かな感性を養っていくことで、教育格差の是正

に貢献し、ＳＤＧｓの目標１「貧困をなくそう」につながるものと考えています。 

０２ 図書館から健康増進 

当館の周辺は、見沼代用水東縁や見沼田んぼ、染谷の花しょうぶ

など、自然豊かな地域として知られており、ウォーキングやサイク 

リングに最適な環境です。市民の健康増進を推進するため、当館で

は健康に関連した資料を積極的に収集・提供しています。こうした取組を通して、ＳＤＧｓ

の目標３「すべての人に健康と福祉を」に貢献していきたいと考えています。

■所在地：さいたま市見沼区染谷 3-147-1 ■電話：048-682-1222 ■FAX：048-682-1444 

■交通：JR大宮駅東口 国際興業バス 浦和学院高校行き 染谷新道下車 徒歩 12 分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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与野図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 中央区の拠点図書館として、地域文化の保

存に貢献 

２ 視聴覚ホールを有し、映画会等、芸術・文化

に触れる機会を提供 

０１ 「バラのまち」の図書館 
当館では、中央区の花であ

る「バラ」に特化した図書コ

ーナー「バラのまち」を設け、

関連する資料を幅広く収集・提供しています。同時に、

「バラのまちだより」を年２回発行し、バラにまつわ

る様々なエピソードやバラに関連する興味深い資料

を紹介しています。この取組を通じて、地域文化の発

展に寄与するとともに、ＳＤＧｓの目標１１「住み続

けられるまちづくり」に貢献していきます。 

０２ 名作映画を通じて様々な文化にふれる機会を 
 当館では、年２回、地域ボランティア

の協力を得て、視聴覚ホールで「名作映

画のつどい」を開催しています。内外の

名作の鑑賞は心に潤いを与えるとともに、様々な文化にふれる絶

好の機会です。また、より深く作品を理解できるよう、関連した

資料の展示・貸出をしています。この取組を通じて、すべての人

に平等な映画鑑賞の機会を提供することで、ＳＤＧｓの目標４

「質の高い教育をみんなに」に貢献していきます。 

■所在地：さいたま市中央区下落合 5-11-11 ■電話：048-853-7816 ■FAX：048-857-1946 

■交通：JR与野本町駅東口 徒歩 7 分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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与野南図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 中央区大戸を中心とした地区図書館と

して、地域の市民生活に潤いを与える資

料を提供 

２ 与野南小学校に隣接する図書館として、

子どもたちの心の成長を支援 

０１ 豊富な実用書で問題解決 

当館は地域密着型の図書館です。使い勝手のいい館内には、手

軽に役立つ実用書やわかりやすい入門書などが並び、地域の市民

生活を下支えする資料を提供するように努めています。 

この取組を通して、ＳＤＧｓの目標１１「住み続けられるまちづくり」に貢献していき

ます。 

０２ 地域の小学校と連携 

子どもたちの利用

が多い与野南図書館

では、おはなし会や

児童書の紹介を通して、多くの子どもたちに

読書の楽しさを伝えています。また、与野南小

学校のまちたんけんを毎年応援しています。

小さい頃から読書や図書館に親しむことで生

涯の学びの基礎が身につくと考えます。 

当館では、これらの活動を通じて、ＳＤＧｓ

の目標４「質の高い教育をみんなに」を推進していきます。 

■所在地：さいたま市中央区大戸 6-28-16 ■電話：048-855-3735 ■FAX：048-855-6173 

■交通：JR南与野駅東口 徒歩 7分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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与野図書館西分館＞＞＞＞＞＞＞
１ 中央区桜丘を中心とした地区図書館

として、地域の市民生活に役立つ資

料を提供 

２ 地域ボランティアと協働して、子ど

もたちに本のおもしろさ・楽しさを

紹介 

０１ 健康的な生活を支援する図書館 
当館は西与野コミュニテ

ィホールの２階にある地域

密着型図書館です。健康や

福祉などに関する実用書を多く収集し、人生１００

年時代と言われる現代、地域の方々の健康的な生活

と福祉の増進に貢献できるよう努めています。 

この取組を通じて、ＳＤＧｓの目標３「すべての

人に健康と福祉を」に貢献していきます。 

０２ 地域ボランティアとともに 
おはなしの世界の楽しさを伝える 

当館では、１～３歳向けの「わらっこ」、２～４歳向けの「お

はなし会」、幼児からが対象の「紙芝居ひろば」をそれぞれ月１

回、地域ボランティアの協力を得て開催しています。小さい頃か

ら本に親しむことは一生の財産になります。 

この取組を通じて、ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」を推進していきま

す。

■所在地：さいたま市中央区桜丘 2-6-28 ■電話：048-854-8636 ■FAX：048-854-8694 

■交通：JR与野本町駅西口 徒歩 20 分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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岩槻図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 近隣に県指定の史跡「岩槻遷喬館」、令和２年２月 

に開館した「岩槻人形博物館」が立地する、歴史と 

文化が薫るまちの図書館 

２ 多文化サービスの充実と子ども読書活動への支援 

０１ 人形文化を守り育てて、楽しむまちへ  
～人形コーナーを通じて地域との繋がりへ～ 

当館では、「人形のまち岩槻」にふさわしい人形に

関する資料を集めた人形コーナーを設置し、絵本や

写真集、読み物などの資料とともに人形も配置し、

人形文化の醸成に努めています。また、日本初の人形専門公立博物館として

近隣に開館した「岩槻人形博物館」に関する情報の収集や、地域の方から「人形文化を残し

ていただきたい」と人形に関する資料を寄贈いただくなど、地域との繋がりにも努めていま

す。このような取組を通じて、ＳＤＧｓの目標１１「住み続けられるまちづくりを」に貢献

していきたいと考えています。 

０２ 外国の方や子どもたちへの資料やサービスの提供  
～外国語資料の収集と教科書に関連したブックリストの作成～ 

当館では、テーマ資料の展示や読書に

関する催し物を実施するなど、あらゆる

世代に向けたサービスの提供に取り組

んでいます。特に、日本語を母語としない方にも、日本の事情な

どの情報を提供できるよう外国語資料を収集しています。また、

さいたま市立小学校の教科書に関連した資料で、館オリジナルの「ブックリスト」を作成し、

本を手に取ってもらうきっかけとなるよう取り組んでいます。このような取組を通じて、Ｓ

ＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」に寄与していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市岩槻区本町 4-2-25 ■電話：048-757-2523 ■FAX：048-758-5100

■交通：東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口 徒歩 8分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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岩槻駅東口図書館＞＞＞＞＞＞＞ 
１ 岩槻駅東口から徒歩１分、ワッツ西館３階にある 

図書館で、通勤・通学・買い物など、ちょっと寄 

り道できる図書館 

２ 月替わりの「テーマ展示」や「おすすめの本」な 

ど多彩な本に出逢える

０１ 環境にやさしいまち岩槻  
～まちも人形のように美しく～ 

当館では、読書の楽しみを

広く伝えるため、テーマを設

けた月替わりの資料展示、

ブックリストの作成、新しく購入した本の“帯”の展

示など、一般書・児童書ともに、いろいろな切り口か

ら図書館資料の紹介に取り組んでいます。 

岩槻駅を含む駅周辺5カ所が「路上喫煙禁止区域及

び環境美化重点区域」に指定されたこともあり、ごみ問題や健康に関心をもっていいただ

けるような、「食品ロス」「フレイル予防」などをテーマとした資料展示も行っています。

この取組により、安心・安全できれいなまちの実現、さらにはＳＤＧｓの目標１２「つ

くる責任つかう責任」に寄与していきたいと考えています。 

０２ パートナーシップを活かした事業  
～子どもたちに読書の楽しみを～ 

当館は、岩槻駅東口コミュニティセンターや子育て支援セン

ターいわつきと併設された図書館です。岩槻駅東口コミュニティ

センターとの共催で「子ども映画会」や「おはなし会」を開催し

ており、また、子育て支援センターいわつきでは、読み聞かせボランティアと協働で月2回

の「あかちゃんおはなし会」を開催するなど、子どもと本が出逢う場の提供に努めています。 

この取組を通じて、子どもたちの読書への関心を高め、ＳＤＧｓの目標１１「住み続けら

れるまちづくり」に寄与していきたいと考えています。

■所在地：さいたま市岩槻区本町 3-1-1 ■電話：048-758-3200 ■FAX：048-757-8711 

■交通：東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口 徒歩 1分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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岩槻東部図書館＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 「ふれあいプラザいわつき」内に立地、南側には緑 

豊かな児童公園が見渡せる恵まれた環境 

２ 地域の人々の課題や関心に応えるサービスを提供 

０１ 風水害の備えできていますか？  
～自分の身を守れるのは、やはり自分～ 

当館では、近くに元荒川等がある

ことから、さいたま市の洪水ハザー

ドマップや防災に役立つ資料などを

活用したミニ展示コーナーを設置しています。ここ数年発生

している局地的な豪雨や、数十年に一度といわれる集中豪雨

など、特異な気象変動に注目し、元荒川等が氾濫した際に想

定される浸水の深さや広がりを確認し、災害の状況によって

は、地震発生時とは異なる避難場所に避難する「広域避難」を検討する機会を提供してい

ます。 

この取組により、SDGsの目標１３「気候変動に具体的な対策を」に寄与していきたい

と考えています。 

０２ 地域の人々の憩いの場所へ  
～併設施設と協同で「ふれあいプラザいわつき」を憩いの場所へ～ 

 当館では、「ふれあいプラザいわつき」内にある会議室を使用

し、工作教室やおはなし会などの集会行事を開催しています。「ふ

れあいプラザいわつき」には、東岩槻支所・老人憩いの家・多目

的室などの施設もあり、地域の人々の憩いの場となっています。併設施設と協働し、互いの

施設の効果的な情報・広報の提供や集会行事を開催することで、多くの方に図書館をご利用

いただいています。 

この取組により、SDGsの目標１１「住み続けられるまちづくり」に寄与していきたいと

考えています。

■所在地：さいたま市岩槻区東岩槻 6-6 ■電話：048-756-6665 ■FAX：048-756-8222   

■交通：東武アーバンパークライン（野田線）東岩槻駅南口 徒歩 5分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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桜図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ プラザウエスト、桜区役所が施設内にあ

り、桜区民の生活を支える図書館 

２ 中央に吹き抜けがあり、晴天の日は明る

く開放的で、ゆったりとした読書空間 

３ ボランティアや学校等の地域と連携した

事業を推進 

０１ 桜コーナー、川コーナーの設置・企画の実施 
当館では、区の木サクラ・区の花

サクラソウにちなんだ「桜コーナ

ー」、荒川を中心とした川に関する

資料を集めた「川コーナー」を設けています。地域の自然に

関心を深められるよう、資料の収集に力を入れるとともに、

これらのテーマにちなんだ講座を企画・実施していきます。

こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標１５「陸の豊かさを

守ろう」に寄与していきたいと考えています。 

０２ テーマ資料展示の実施 
～世界の国々を調べてみよう！～ 

当館では、月間展示コーナーに

て、色々な国の文化や社会の仕組

等の資料展示を実施しています。

また、オランダ語のおはなし会の開催に合わせて、関連し

た資料を展示し、ブックリストを作成・配布しています。

今後もブックリストの発行に合わせた資料展示等の取組を

通じて、ＳＤＧｓの目標１０「人や国の不平等をなくそ

う」に貢献していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市桜区道場 4-3-1  ■電話：048-858-9090  ■FAX：048-858-9091  

■交通：JR浦和駅西口 国際興業バス 大久保浄水場行き 桜区役所下車すぐ 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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桜図書館大久保東分館＞＞＞＞＞
１ 平成１９年に、大久保東公民館１階の

こども図書室を引き継ぎ、桜図書館の

分館として開館 

２ 児童書の比率６５％以上という高い

割合を維持し、子どもの読書や子育て

支援に力を入れている図書館 

０１ パートナーシップを活かした事業 

当館は桜区の大久保地区の拠点

となる図書館として位置づけられ

ています。同じ複合施設内の大久保

東公民館主催の講座への講師派遣や、ボランティアとの連携

事業等、地域と連携した取組を進めています。 

こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標１７「パートナーシップで目標を達成しよう」に

貢献していきます。 

０２ 平和について考える 

子どもたちが平

和に対して関心を

もち、理解を深めら

れるよう、児童書の特別展示を行い、所蔵資

料について、ブックリストを作成・配布して

います。 

平和への理解を深めるこうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標１６「平和と公正をすべて

の人に」に寄与していきたいと考えています。

■所在地：さいたま市桜区大久保領家 131-6 大久保東公民館 1階 

■電話：048-853-7100 ■FAX：048-853-7100  

■交通：JR北浦和駅西口 西武バス 大久保行 大久保団地下車 徒歩 1分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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北図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

１ 北区の拠点図書館として、盆栽や漫画  

文化および芸術に関する資料を収集 

２ 視聴覚ライブラリーを併設 

０１ 北区の伝統産業、盆栽を知る 

当館では、北区の伝

統産業である盆栽と漫

画文化に関する資料の

収集・保存を行っています。特に盆栽は、館内の

中央に「盆栽コーナー」を設置し、図書だけでな

く盆栽美術館の展覧会情報や盆栽村のパンフレ

ットも収集し、市民に興味をもっていただけるよ

うに展示しています。こうした取組を通じて、Ｓ

ＤＧｓの目標９「産業と技術革新の基盤をつくろ

う」に貢献していきたいと考えています。 

０２ 映像を通して知識と体験を  

当館は、視聴覚ライブラリー

を併設しており、保育施設や学

校、町内会など市内の団体に上

映用の視聴覚教材や機材を貸出しています。 

また、館内でも上映会を毎月２回開催しており、子ど

もが平和を知るためのアニメ、自然風景の映像、白黒映

画など日ごろ観る機会の少ない作品を上映しています。 

こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標４「質の高い

教育をみんなに」に貢献していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市北区宮原町 1-852-1 ■電話：048-669-6111 ■FAX：048-669-6115  

■交通：ニューシャトル加茂宮駅 徒歩 8分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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宮原図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ ０歳から１００歳まで、あらゆる世代

の生活に役立つ資料を収集  

２ 中山道沿いにある宮原コミュニティセ

ンター内の図書館 

０１ 街道から地域に親しみを 

当館は、中山道沿いの上尾宿

と加茂神社の間に位置していま

す。地域の方が地元を知り、親し

みを感じる手助けになるよう、「中山道コーナー」を設置

し、街道の歴史や沿道の名所を紹介した資料を並べてい

ます。 

こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標１１「住み続

けられるまちづくりを」に貢献していきたいと考えてい

ます。

０２ 平和を知るために 

当館では、子どもから大人まで、

全ての世代に平和への理解を深め

てもらうため、テーマ展示コーナー

で毎年、平和に関する展示を行うとともに、平和に関する図

書の収集に心掛けています。 

こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標１６「平和と公正

をすべての人に」に貢献していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市北区吉野町 2-195-1 ■電話：048-662-5401 ■FAX：048-653-8563 

■交通：JR大宮駅東口 東武バス 上尾駅東口行き 白樺通り入口下車 徒歩 1分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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武蔵浦和図書館＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 利便性が高く、賑わいのある環境 

２ 南区民の生活を支える複合施設内に設置 

３ 幅広い年齢層のニーズに応える図書館 

０１ 生涯読書を楽しみ続けるために  
～誰一人取り残さない読書活動の推進～ 

当館では、弱視者(低視力者、高齢者等)

にも読みやすいように、文字の大きさや行

間等を調整し、大きな活字に組み直した

「大活字本」を集めたコーナーを設け、継続して購入することで、

点数を増やし、ジャンルの幅を広げています。 

また見出しのサイズを通常より大きくしたり、通路を広く確保し

たりするなど、図書館の利用に障害がある方にも使いやすい書架づ

くりにも取り組んでいます。 

こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみん

なに」に寄与していきたいと考えています。 

０２ 住んでいる街の魅力再発見 
～地域の過去を学び将来を考える一助として～ 

当館では、地域に関連する資料や情報を集

めたコーナーづくりに取り組んでいます。具

体的には、「別所沼ゆかりのコーナー」を設置

し、資料を探す手引としてパスファインダー(テーマに沿って資料や情報

を収集する手段を示した情報探索ツール)やブックリストを作成し配布す

ることにより、親しみやすく使いやすい書架づくりを目指しています。 

こうした取組を通じて、ＳＤＧｓの目標１１「住み続けられるまちづ

くりを」に貢献していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市南区別所 7-20-1  ■電話：048-844-7210 ■FAX:048-844-7207 

■交通：JR武蔵浦和駅西口 徒歩 1分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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南浦和図書館＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 地域住民の知的好奇心に応える図書館 

２ 子どもの成長をはぐくむ読書環境 

３ 文化施設と隣接した、地域文化の拠点 

０１ 多文化を理解し、偏見のない街づくりを 
～外国語資料の充実と多言語おはなし会の開催～ 

南区は、市内でも、区の人口に対して外国人の割合が高い地

域です。多文化への理解を助け、偏見のない街づくりを推進す

るために、当館では、小説や実用書、絵本に至るまで幅広く外

国語資料を収集・提供しています。また地域で活動しているボランティア団体による多言語

おはなし会を継続的に開催することにより、幼い頃から異文化にふれる機会を増やします。

こうした取組を通じて、SDGｓの目標10「人や国の不平等をなくそう」に

寄与していきたいと考えています。

０２ 戦争の記憶と平和をつなぐ 
～ 親 子 で 平 和 を 考 え る 取 組 ～ 

 読書は、疑似体験の機

会と言えます。読書によ

る体験は仮想のものだと

しても、読書で感じる感情や感度は本物です。当館で

は、児童資料室に戦争や平和に関する図書を集めた平

和図書コーナーを設置し、ブックリスト『平和につい

て考える本』を作成・配布しています。世代を越えて

平和について語り、考え、行動するきっかけとなる場

を提供しています。こうした取組を通じて、SDGｓの

目標16「平和と公正をすべての人に」に寄与していきたいと考えています。

■所在地：さいたま市南区根岸 1-7-1 ■電話:048-862-8568 ■FAX:048-862-8589 

■交通：JR南浦和駅西口 徒歩 7分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 
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