
Zoom オンライン開催

2022 10:00-16:0012 10 11.
ー み ん な が 図 書 館 で つ な が る 日 ー

参加
無料

県外の方もＯＫ！

後日
配信~1/31 視聴可能！

「自然はふしぎがいっぱい！
  －好奇心をかきたてる
　　身近な自然との向き合い方－」

かわいいロゴの入ったトートバッグを
抽選でプレゼント！
詳細はＷＥＢをご覧ください。

図書館と県民のつどい埼玉 検索 www.sailib.net/tudoi2022

13:30-15:30

12:20-15:20

「家康に学び、江戸に学ぶ」

こども読書活動交流集会

12 11

12 11

お知らせ②

お知らせ①

10:40-12:0012 10

埼玉県内の図書館が大集合、年に一度の図書館まつり！
どなたでも参加できます。お気軽に参加してください。

作家 門井慶喜さん

1/31 まで後日配信！！！
12/10、11にLiveで見られなかった方も、ビブ
リオバトル、高柳芳恵さん講演会、門井慶喜さん
記念講演は、後日配信でご覧になれます。
詳細は裏面をご覧ください。

オリジナルバッグをプレゼント

※イメージ

絵本作家、サイエンスライター
科学読み物研究会会員

高柳芳恵さん講演会

埼玉県内の様々な図書館の司書が、
Liveでお話しします。
最大同時接続数  200名    申 込  不要

司書が語る！Liveイベント

12 11 14:40-15:20
高校図書館を
　のぞいてみよう 川口エリア

高校
司書

高校
司書

県立
司書

12 11 12:20-13:20
読めない人の読書事情
　バリアフリー資料の今とこれから

12 11 13:40-14:20
高校図書館を
　のぞいてみよう 越谷エリア

11:00-12:00
中学生のビブリオバトル決勝

12 10

12/４まで
抽選

1/30まで
定員無し

12/４まで
抽選

1/30まで
定員無し

司書が魅せる！WEB展示
市町村立図書館、県立図書館、高校図書
館、大学図書館などによる展示をWeb上に
公開します！  詳細は裏面をご覧ください。

ほかにも多数展示！

12 10   1 31   ~  火

知っ得！レファレンスサービス知っ得！レファレンスサービス

本 × 青春！高校の図書委員会本 × 青春！高校の図書委員会
ア オ ハ ルア オ ハ ル

うちの推し、集めてみました。うちの推し、集めてみました。

県民が選んだ埼玉県推奨図書県民が選んだ埼玉県推奨図書

司書が選んだイチオシ本…など司書が選んだイチオシ本…など

つ い

記念講演

主催／埼玉県図書館協会、埼玉県、埼玉県教育委員会、埼玉県学校図書館協議会、埼玉県高等学校図書館研究会、埼玉県芸術文化祭実行委員会
後援／NHKさいたま放送局、FM NACK5、テレ玉、公益財団法人日本教育公務員弘済会埼玉支部、埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）
協力／公益財団法人日本教育公務員弘済会埼玉支部助成事業　協賛／株式会社伊藤伊、キハラ株式会社、埼玉新聞社、社会福祉法人埼玉福祉会、ネットギャリ―、埼玉まなびぃプロジェクト

お問合せ 埼玉県図書館協会（埼玉県立熊谷図書館内） 
     048-523-6291      k2362911@pref.saitama.lg.jp

さいたまっち＆コバトン

ビブリオバトルとは、おすすめの本を持ち
寄って、５分間で本を紹介し、一番読みたく
なった本「チャンプ本」を参加者の投票で
決定するという書評ゲームです。

12/４まで
抽選

200名

写真提供  講談社



「図書館と県民のつどい埼玉」は、本に興味をもっていただきたい、図書館について知っていただき
たい、という思いから始まりました。今年で1６回目になります。
県内の市町村、県立、高校、大学等の図書館が協力し開催する県内最大級の図書館イベントです。

※今年度はオンラインのみでの開催です。会場でのイベントはありません。詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。

門井慶喜さん記念講演、高柳芳恵さん講演会のLive配信にお申込み
いただいた方全員に、後日配信のパスワードをお送りします。
後日配信のみ希望の申込みも受け付けます。

申込方法

申込期間

以下ウェブサイトからお申込みください。

中学生がおすすめの本の魅力を語ります。
予選を勝ち上がった中学生たちによる、ビブリオバトル決勝です。
※Live 配信に申し込んだ方は投票できます（質問はできません）。

Live配信：12月４日（日）まで　後日配信：1月30 日（月）まで
※Live配信は抽選、後日配信は定員無しです。
※イベントによっては、後日配信の申込みが必要なものがあります。

https://www.sailib.net/tudoi2022

図書館と県民のつどい埼玉 検索

Live 配信 2022 年 12 月 10 日、11 日 後日配信 2023 年 1 月 31 日まで

図書館と県民のつどい埼玉 検索 https://www.sailib.net/tudoi2022

12 月 10 日    ～ 1 月 31 日土 火
司書が魅せる！WEB展示

タイムスケジュール

門井慶喜さん記念講演

年に１度、県内最大級の図書館イベント！

その他

中学生のビブリオバトル決勝

12 月 11 日　  10:40 ～ 12:00日

「家康に学び、江戸に学ぶ」

12 月 10 日　  11:00 ～ 12:00

高柳芳恵さん講演会
12 月 10 日　  13:30 ～ 15:30

こども読書活動交流集会

定員 200 名 /Live 配信：要申込 / 後日配信：申込不要

定員 450 名 /Live 配信：要申込 / 後日配信：要申込

定員 450 名 /Live 配信：要申込 / 後日配信：要申込
門井慶喜さん（作家）
1971 年群馬県桐生市生まれ。栃木県宇都宮市にて育つ。同志社大学文学部
卒業。2003 年、第 42 回オール讀物推理小説新人賞を「キッドナッパーズ」
で受賞しデビュー。15 年に『東京帝大叡古教授』が第 153 回直木賞候補、
16 年に『家康、江戸を建てる』が第 155 回直木賞候補となる。16 年に『マ
ジカル・ヒストリー・ツアー  ミステリと美術で読む近代』で第 69 回日本
推理作家協会賞 ( 評論その他の部門 )、同年に咲くやこの花賞 ( 文芸その他
部門 ) を受賞。18 年に『銀河鉄道の父』で第 158 回直木賞を受賞。他の著
書に『東京、はじまる』『ロミオとジュリエットと三人の魔女』『信長、鉄
砲で君臨する』などがある。

高柳芳恵さん（絵本作家、サイエンスライター、科学読み物研究会会員）
誰でも知ってるセミやドングリ、でも意外と知らないいとなみの数々を写
真と実物でわかりやすく紹介、それらを使ったちょっと変わった遊びも実
演します。さらに、科学絵本の魅力を、ご自身の体験や著書をふまえ、お
話していただきます。

「自然はふしぎがいっぱい！
  －好奇心をかきたてる
　　身近な自然との向き合い方－」

12 月 10 日 土 12 月 11 日 日
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高校図書館を
のぞいてみよう 越谷

中学生の
ビブリオバトル決勝

高柳芳恵さん
講演会

門井慶喜さん
記念講演

読めない人の読書事情
バリアフリー資料の今とこれから

高校図書館を
のぞいてみよう 川口
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高校図書館

大学図書館ほか

公共図書館

図書館ちゃんねる＠埼玉　
　～「本がいっぱい」だけじゃない！ スマホで巡る文化の館～

知っ得！レファレンスサービス
　～まだ利用したことがないあなたに知ってほしい 10 のこと～

あなたに薦める「ご当地本」
　～扉を開けば郷土の世界 まだまだあります本との出会い～

読めない人のためのバリアフリー資料展
　手で読む、図で読む、耳で読む。発達障害や視覚障害等の方の本をご紹介！

門井慶喜さん著作リスト展示
　記念講演講師の作家・門井慶喜さんの著作リストをご紹介！

学生アドバイザー活動 10 年の軌跡
（城西大学水田記念図書館）

SDGs ゴール 5『ジェンダー平等』を学ぼう
対象者別図書案内（国立女性教育会館女性教育情報センター）

ほいくのたまてばこ
（山村学園短期大学図書館）

県民とともにつくる新県立図書館ワークショップ
（県生涯学習推進課）

写真提供  講談社

本 × 青春！＝高校の図書委員会
　川口・蕨・戸田の高校生たちがつくる図書委員会の “アオハル” ご紹介！

うちの推し、集めてみました。
　高校司書（＋図書委員）による珠玉の展示写真＆ブックリストを大公開！

埼玉県の高校司書が選んだイチオシ本
　イチオシ本 2021 公開中！特別インタビュー映像もお見逃しなく！

県民が選んだ令和 4 年度埼玉県推奨図書
　埼玉に暮らす青少年の皆さんに読んでもらいたい推奨図書の WEB 展示！

ア オ ハ ルア オ ハ ル
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