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新型コロナウイルスと1年
314,473

170,240

臨時休館中の特設窓口は、県立熊谷図書館、県立久喜図書館とも

に１階エントランスに設置し（浦和分室については職員通用口を使

用して入室を制限）、御用意のできた予約資料の貸出と資料返却を

行いました。短時間での利用に御協力いただくため、調査・相談（レ

ファレンス）などは特設窓口ではなく、電話やウェブサイトなどによ

りお申込みいただくようお願いしました。また、映画会やおはなし会

などのイベントは、臨時休館中は全て中止または延期しました。

緊急事態宣言が解除されたことを受け、�月�日から、感染防止策を

講じ制限付きで図書館を再開しました。感染防止策として、手指用

アルコール消毒液の設置や、閲覧席の一部撤去、カウンターにビ

ニールカーテンやパーテーションを設置、定期的な換気・消毒、掲示

物にて社会的距離の確保・短時間での御利用・手指消毒などを来

館された方にお願いしました。また、館内で感染が発生した場合に

備え、連絡先を記載していただく「万が一の時の『連絡カード』」への

記入もお願いしました。

�月��日、�月�日と段階的に制限を一部緩和し、各イベントも、�月

から感染症対策を講じ再開しました。しかし、冬季に感染が急速に

拡大し、��月��日から再度臨時休館となりました。

臨時休館や開館時間の短縮など、利用者の皆様には多大なる御不便、御迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ございません。

この特集記事作成時（令和３年２月上旬）も、今後の予測が全くできない厳しい状況が続いております。一日も早い新型コロナ

ウイルス感染症の終息と、皆様の御健康を心よりお祈り申し上げます。

令和�年�月�日に埼玉県で初めて新型コロナウイルスの感染が確認されてから約１年。感染拡大は予想をはるかに上回り、
我々の生活に多大な影響を与えています。埼玉県立図書館も臨時休館や制限付きの開館など、感染状況に応じて様々な
対応を行ってまいりました。今回の特集では、例年にない年となったこの�年間を振り返ります。

埼玉県の新型コロナウイルスの
�日ごとの陽性確認者数

（令和�年�月�日～令和�年�月��日）
※埼玉県ウェブサイトより

臨時休館開始 臨時休館延長
予約済資料の貸出
を行う「特設窓口」
を設置

ア：特設窓口（熊）  イ：臨時休館中の玄関（久）  ウ：一部撤去された閲覧席（熊） 
エ：パーテーションが設置されたカウンター（久）   オ、カ：館内掲示物
キ「万が一の時の『連絡カード』」（熊）  ※（熊）県立熊谷図書館  （久）県立久喜図書館

皆様の調べものに役立つ資料や情報さがしを、司書がお手伝いするサービスです。図書館で利用できる様々なツールを
使って御案内します。

※上記データは県立熊谷図書館、県立久喜図書館、浦和分室を合計したものです。

��.�％減となりました。臨時休館や開
館時間の制限、外出自粛の影響などに
より、大きく減少してしまいました。

��.�％減となりました。臨時休館中もウェ
ブサイトなどにより利用できたため、減少
幅は入館者数よりも少なくなりました。

一般書が��.�％減、児童書が��.�%の減とな
りました。�人当たりの貸出冊数増により、減
少幅は入館者数よりも若干少なくなりました。

調査・相談（レファレンス）とは

臨時休館開始
特設窓口を設置

臨時休館延長
特設窓口を再開
�/��から新規の
予約受付を開始

緊急事態宣言を
受けて、
臨時休館延長
特設窓口を閉鎖

制限付きで図書館を再開
・滞在時間の制限（��分以内）
・視聴覚ブース、自由閲覧席
  使用不可

・開館時間の短縮（午後�時まで）

制限の一部緩和
・滞在時間の制限
  （�時間以内）

・自由閲覧席使用可
・通常の開館時間

�度目の緊急事態宣言
を受けて、
臨時休館延長
新規の予約受付を開始

制限の一部緩和
・滞在時間の制限
  （�時間以内）

・視聴覚ブース使用可
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埼玉県立図書館の１年間の開館状況

特設窓口や制限付き開館の様子

埼玉県立図書館のウェブサイトにて、資料を予約できるサービスです。図書館に行かなく

ても御自宅で、パソコンやスマートフォンなどから簡単に、資料の検索から予約まで行うこ

とができます。以前から実施していたサービスですが、コロナ禍で利用が増加し、利用件

数は��.�%増となりました。

WEB予約

御自宅での受け取りを希望する方や図書館に直接来館しにくい方などに、図書、雑誌及

びCDを、郵送(有料)で貸し出すサービスです。メールやファックス、郵便で申し込むことが

できます。こちらも以前から実施していたサービスですが、コロナ禍で利用が急増し、利用

件数は��.�倍になりました。また、郵送サービスに必要な図書館カードをお持ちでない方

のために、カードの発行申込も郵送でできるようにしました。

※詳しくは裏面図書、雑誌及び CD郵送サービス

図書館や会場に行かなくても参加・楽しむことができるよ

う、資料展やイベント、研修会などをオンラインで公開し

ました。また、子ども向けに、学習・遊び・読書に役に立つ

ウェブサイトを集めたリンク集も公開しました。

自宅で楽しめるオンライン公開

コロナに関する情報がまとめられているウェブサイトのリ

ンク集やコロナ対応に役立つビジネス情報を当館ウェブ

サイトで公開しました。また、コロナを含めた感染症を

テーマにしたミニ展示なども実施しました。

新型コロナウイルスの情報提供

入館者数 貸出冊数 調査・相談
（レファレンス）数

データで見る新型コロナウイルスの影響

コロナ禍で利用増加・新設したサービス

最後に

平成 ��年 �月～令和 �年 �月

95,427一般書 冊

125,801児童書 冊

77,172一般書 冊

76,754児童書 冊

令和 �年 �月～令和 �年 �月

26,460

平成 ��年 �月～令和 �年 �月

30,215 件

件

令和�年 �月～令和 �年 �月

「図書館と県民のつどい埼玉����」
重松清さん記念講演オンライン公開

（公開は終了しました）

臨時休館中に、資料展「いろはで発見!郷土かるたに見る
埼玉名物」WEB版のページを公開しました。

（現在も御覧になれます） 

健康・医療情報サービスとして、「新型コロナウイルス感染
症(COVID-��)情報に関するリンク集」を公開しました。

（現在も御覧になれます） 

臨時休館期間
特設窓口設置期間
制限付き開館期間



　『コロンブスの図書館』というタイトルを目にした

ら、誰でもあのコロンブスを思い浮かべるだろう。だ

がそのコロンブスとタイトルの人物は違う。タイトル

のコロンブスは、アメリカ大陸を発見したあのクリ

ストファー・コロンブスの息子だ（本名はエルナン

ド・コロン）。本書は、コロンブスの息子の生涯を描

いた（おそらく）初めての本である（ちなみに、私たち

が知っているコロンブスの生涯の大部分は父の名

誉を守るためエルナンドがまとめ、伝えたものだと

いう）。

　幼少期をスペイン宮廷で過ごした彼は、１３歳の

時には父の新世界への航海にも同行。若い頃には

世界一周をも夢見ていた彼が人生をかけて作り上

げたもの、それはあらゆる分野・言語の蔵書をもつ

「世界図書館」だった。

　原著は２０１８年にイギリスで刊行され、優れた

歴史ノンフィクションに与えられるヘッセル・ティル

トマン賞を受賞。さらに、イギリスで最も古くかつ最

も権威のある文学賞、ジェイムズ・テイト・ブラック

記念賞伝記部門の最終候補にもなっている。

　なお、エルナンドは、現代の図書館では当たり前

の「ある発明」をしている。図書館に限らず、書店や

一般家庭など、本がある場所では半ば当たり前と

なっているものなのだが、それはいったい何なのか。

答えは本書を手に取って確かめてほしい。

申込書や詳しい内容については、埼玉県立図書館ウェブサイトをご覧ください。

トップページ → 左上「利用案内」 → 「各館サービス案内」 

→ 「図書、雑誌及びCD郵送サービスのご案内」

埼玉県立図書館だより
2021年3月発行 118号

編集  埼玉県立図書館 広報委員会
発行  埼玉県立熊谷図書館  熊谷市箱田5-6-1
電話  048-523-6291

詳しくは、埼玉県立図書館
ウェブサイトをご覧ください→
h�ps://www.lib.pref.saitama.jp/

twitter やブログでも埼玉県立図書館の
情報を随時発信しています。
←ウェブサイトよりご覧いただけます。
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司書がおすすめする、埼玉県立図書館所蔵の本や雑誌、CDなどをご紹介します。

埼玉県立図書館に行かなくても、図書や雑誌、CDを郵送で借りることができる
サービスです。

図書、雑誌 及びCD郵送サービス

コロンブスの図書館

図書館は、「行って本を借りる」だけではないのです。皆様に活用いただきたい、埼玉県立図書館の
便利なサービスをピックアップし、ご紹介します。

利用できる方 埼玉県立図書館の利用登録者の方
※利用登録をされていない（図書館カードをお持ちでない）方は
　郵送による利用登録も行えます。

※電話でのお申し込みは受け付けていません。

利用できる資料 埼玉県立図書館所蔵の貸出可能な図書、雑誌及びCD

県立熊谷図書館 人文・社会科学資料担当（電話 048-523-6291、メール tosyokan@pref.saitama.lg.jp）
県立久喜図書館 芸 術・文 学 資 料 担 当（電話 0480-21-2659、メール tosyokan@pref.saitama.lg.jp）

お問合せ

費 用 貸出及び返却の送料をご負担ください。

申込方法 郵便・ファクス・メールでお申し込みください。

コロンブスの図書館
エドワード・ウィルソン＝リー 著

 五十嵐 加奈子 訳
柏書房
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