
海外資料サービス
埼玉県立熊谷図書館の

For More information, 
please visit our website!

ミニ展示
Mini Exhibition

リンク集
Useful links

本の探し方
How to search

Books from prefectural libraries are available at your local library.
県立図書館の本は、お近くの図書館でご利用いただけます！

On the library  counters, you will find communication sheets 
to help you communicate with the library staff by pointing 
to the words you need on the sheet.
カウンターにある指さしコミュニケーションシートを使って、
職員とコミュニケーションをとることが出来ます！
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くわしくはウェブサイトへ！

Library Guide in 8 Languages

Saitama Prefectural Kumagaya Library
5-6-1 Hakoda, Kumagaya-shi, 360-0014
Tel：048-523-6291  Fax：048-523-6468

埼玉県立熊谷図書館
〒360-0014 熊谷市箱田5-6-1
Tel：048-523-6291  Fax：048-523-6468

Saitama Prefectural Library Newcomers Guide

埼玉県マスコット

「コバトン」

「さいたまっち」

tiếng Việt한국・조선어판 English Português EspañolFrançais やさしいにほんご

Foreign newspapers and 
magazines in the library keep you 
up to date with the latest world news.
外国語の新聞や雑誌で世界の最新の
ニュースを読むことが出来ます

There are communication sheets 
on the reception desk counters.
カウンターに指さし
コミュニケーションシートがあります

Useful information on living in Japan 
is available.
日本での暮らしに役立つ情報があります

Japanese novels are available to 
read in your native language.
日本の小説を自分の母語で読むことが
出来ます

You can enjoy reading books
from your home country.
母国の本を読むことが出来ます

図書館ウェブサイト

English日本語

中文



熊谷図書館は、中国語、韓国・朝鮮語、
ベトナム語、英語、ポルトガル語を中
心に、36か国語・約2万冊の本を所蔵し
ています。

The Kumagaya Library has about 
20,000 books in 36 languages. 
We are developing our collection 
of foreign language materials,
especially those written in our 
priority languages : 
Chinese, Korean, Vietnamese,
English, and Portuguese.

WHAT 

BORROW

外国語雑誌の数：７か国語、26誌

We have 26 magazines
in 7 languages.

各国の大使館等からパンフレットを
寄贈していただいています。

Embassies and consulates of 
various countries have contributed 
tourist brochures to the Library.

What you can 
read in the library

埼玉県や県内の市町村が発行
した、埼玉県での生活に役立
つ多言語の生活情報ガイド
ブックがあります。

We have helpful 
multilingual guidebooks 
for daily life in Saitama, 
published by 
the prefectural 
and local 
governments
in Saitama. 

BOOKS

２MAGAZINES

BROCHURES

４Books on Japanese 
as the second Language

埼玉県立図書館は埼玉県に暮らし、働き、子供を育てる方
の生活に必要な日本語学習を支援しています。熊谷図書館
には、日本語を学ぶ本や雑誌があります。

We support Japanese-language learners to live, work, 
and raise their children in Saitama Prefecture. We have 
books for learners of Japanese as a second language. 

SCHOOL BOOKS

LIVING GUIDE
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他にも５か国語の新聞10紙や
国際交流情報誌などを読むこ
とができます。

・10 newspapers 
in 5 languages

・Information 
papers  
from city halls

６か国
約1200冊

5

3

各国で使用されている教科書・
副読本を揃えています。

We have about 1,200 schoolbooks
and supplementary readers from
6 countries.
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