
⓪埼玉県立図書館の百年　パネル使用写真

※資料名の先頭についている数字は、パネルに書いてある数字と対応しています。

資料名 年代 資料種別 館名

➀県教育会立埼玉図書館 大正11年(1922) 写真 県教育会立埼玉図書館

➀埼玉県報137「《告示第131号》埼

玉県立埼玉図書館設置」

(※埼玉県立文書館所蔵、埼玉県行政

文書C666)

大正13年(1924) 写真 埼玉県立埼玉図書館

②埼玉県立図書館(旧女子師範学校) 昭和初期 写真 埼玉県立図書館

②埼玉県立図書館(旧女子師範学校)

閲覧室
昭和初期 写真 埼玉県立図書館

②埼玉県立図書館(旧女子師範学校)

閲覧室2
昭和初期 写真 埼玉県立図書館

③浦和図書館内観 昭和中期 写真 浦和図書館

③開館間近の埼玉県立図書館 昭和35年(1960) 写真 埼玉県立図書館

③埼玉県立図書館(浦和)落成式 昭和35年(1960) 写真 埼玉県立図書館

③盛況の浦和図書館 昭和中期 写真 浦和図書館

③浦和図書館ブックポスト 昭和後期 写真 浦和図書館

④開館間近の熊谷図書館 昭和45年(1970) 写真 熊谷図書館

④熊谷図書館カウンター 昭和46年(1971) 写真 熊谷図書館

④開館直後の熊谷図書館 昭和45年(1970) 写真 熊谷図書館

④熊谷図書館開館式 昭和45年(1970) 写真 熊谷図書館

⑤川越図書館開館準備の様子 昭和後期 写真 川越図書館

⑤建設中の川越図書館 昭和後期 写真 川越図書館

⑤川越図書館 館外風景 平成中期 写真 川越図書館

⑥盛況の久喜図書館 昭和55年(1980) 写真 久喜図書館

⑥陳情「県立図書館設置に関する要

望書（久喜市）」

(※埼玉県立文書館所蔵、埼玉県行政

文書A8056)

昭和後期 写真 久喜図書館

⑥開館間近の久喜図書館 昭和55年(1980) 写真 久喜図書館

「あれから、百年　埼玉県立図書館百周年記念資料展」展示資料リスト

◆展示期間◆

・熊谷図書館：令和4年10月8日(土曜日)～令和4年11月6日(日曜日)  於：2階ロビー

・県庁渡り廊下：令和4年10月12日（水曜日）～令和4年11月4日（金曜日） 於：県庁渡り廊下

・久喜図書館：令和4年11月12日（土曜日）～令和4年12月18日（日曜日） 於：2階公開図書室

埼玉県立図書館は、令和4年10月で開館から100周年を迎えます。これを記念して、これまでの県立図書館

の歴史を振り返る資料展を県内各地で開催します。熊谷図書館と久喜図書館では巡回展示を行い、

県庁渡り廊下ではパネル展示を行います。

巡回展示（熊谷図書館・久喜図書館）
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①あのころの図書館
(0)浦和図書館以前

No. 資料名 年代 資料種別 館名

1 県立埼玉図書館開設案内状 大正13年(1924) 物品 -

2 新館落成記念ポスター 昭和35年(1960) 物品 埼玉県立図書館

3 県師範学校 明治11年(1878) 写真 -

4 県教育会立埼玉図書館 大正後期-昭和初期 写真 県教育会立埼玉図書館

5
街中にある浦和レッドダイヤモンズ

のエンブレム
- 写真 -

(1)浦和図書館

No. 資料名 年代 資料種別 館名

1 浦和図書館利用風景 昭和46年(1971) 写真 浦和図書館

2 浦和図書館館外風景 昭和47年(1972) 写真 浦和図書館

3 浦和図書館カウンター 昭和中期 写真 浦和図書館

4
『思い出の図書館』

(上野茂編著　上野茂)
昭和53年(1978) 図書 -

(2)熊谷図書館

No. 資料名 年代 資料種別 館名

1 「埼玉県立図書館だより　120号」 令和4年(2022) 物品 -

2 熊谷図書館建築設計図 昭和40年代 物品 熊谷図書館

3 熊谷図書館開館式 昭和45年(1970) 写真 熊谷図書館

4 熊谷図書館3階閲覧室 昭和後期 写真 熊谷図書館

5 熊谷図書館収蔵庫2層 令和4年(2022) 写真 熊谷図書館

(3)川越図書館

No. 資料名 年代 資料種別 館名

1 楷(かい)の木 昭和50年(1975) 写真 川越図書館

2 「楷(かい)」（雑誌） 昭和51年(1976) 写真 川越図書館

3 川越図書館2階閲覧室 昭和55年(1980) 写真 川越図書館

4 川越図書館館外風景 平成中期 写真 川越図書館

5

『埼玉県立図書館朗読マニュアル』

（埼玉県立川越図書館、埼玉県立久

喜図書館、埼玉県立浦和図書館）

平成14年（2002） 図書 ‐

(4)久喜図書館

No. 資料名 年代 資料種別 館名

1
久喜図書館開館記念切手展で使用

された切手コレクション(2枚)
昭和55年(1980) 物品 久喜図書館

2 久喜図書館館外風景 昭和55年(1980) 写真 久喜図書館

3 久喜図書館児童室 昭和55年(1980) 写真 久喜図書館
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②かつてのサービス１　―変化する図書館―
(1)閲覧の作法

No. 資料名 年代 資料種別 館名

1 浦和書籍館閲覧券第1号 明治9年(1876) 物品 浦和書籍館

2 館内閲覧票(男) - 物品 -

3 埼玉県立図書館利用案内 昭和43年(1968) 物品 埼玉県立図書館

4 浦和図書館利用案内 昭和45年(1970) 物品 浦和図書館

5 浦和図書館利用案内 昭和52年(1977) 物品 浦和図書館

6 埼玉県立図書館利用案内 昭和54年(1979) 物品

浦和図書館

熊谷図書館

川越図書館
7 埼玉県立図書館利用案内 - 物品 埼玉県立図書館

8 蔵書印 - 物品 埼玉県立図書館

9 男子閲覧室 - 写真 埼玉図書館

10
『埼玉県立埼玉図書館概要　昭和

元年度』（埼玉県立埼玉図書館）
昭和2年(1927) 図書 -

(2)講演会を彩った作家たち

No. 資料名 年代 資料種別 作家名

1 作家のサイン色紙 - 物品 -

2 第1回著者を囲む会 昭和55年(1980) 写真 田中澄江

3 第2回 本を読む県民のつどい 昭和55年(1980) 写真 永井路子

4 第2回著者を囲む会 昭和56年(1981) 写真 打木村治

5 第12回本を読む県民のつどい 平成2年(1990) 写真 渡辺淳一

6
著者を囲むつどい

サインを書く村松氏
平成2-3年 写真 村松友視

7
図書館と県民のつどい埼玉2009

記念講演
平成21年(2009) 写真 工藤直子

8
図書館と県民のつどい埼玉2011

記念講演
平成23年(2011) 写真 あさのあつこ

9
図書館と県民のつどい埼玉2013

ブックケアワークショップ
平成25年(2013) 写真 -

10
図書館と県民のつどい埼玉2020

記念講演
令和2年(2020) 写真 重松清

11
『花埋み』

（渡辺淳一著　河出書房新社）
昭和63年（1988） 図書 渡辺淳一

12
『太平記』

（永井路子著　文藝春秋）
平成2年(1990) 図書 永井路子

13
『私はいつでも山に登りたい』

（田中澄江著　大和書房）
平成9年（1997） 図書 田中澄江

14
『バッテリー』(あさのあつこ作

佐藤真紀子絵　教育画劇)
平成8年(1996) 図書 あさのあつこ
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③かつてのサービス2　―視聴覚サービスのあゆみ―
No. 資料名 年代 資料種別 館名

1 ナトコ16ミリ映写機 昭和初期 物品 -

2 県立図の外容 昭和35年(1960) 8ミリフィルム -

3 書くべえ読むべえ考えべえ - 8ミリフィルム -

4 8ミリ撮影会　別所沼 - 8ミリフィルム -

5 新装なった県立図書館 昭和35年(1960) 16ミリフィルム -

6 白い航跡 - VHS -

7 晩秋の詩 - VHS -

8 平泉秋景 - VHS -

9 寄居漫歩 - VHS -

10 われらの郷土 昭和60年(1985) スライド -

11 埼玉県立図書館の視聴覚室 昭和29年(1954) 写真 埼玉県立図書館

12 埼玉県立図書館の視聴覚ホール 昭和29年(1954) 写真 埼玉県立図書館

13 移動図書館車内の映写機 昭和中期 写真 -

14 映写機をかける職員 昭和中期 写真 -

④地域をつなぐもう１つの図書館

No. 資料名 年代 資料種別 館名

1
移動図書館車「むさしの号」の

ナンバープレート
- 物品 -

2 移動図書館車「むさしの号」(前面) 昭和中期 写真 -
3 移動図書館車「むさしの号」 昭和中期 写真 -
4 移動図書館車のくる日 昭和中期 写真 -

5 橋をわたる移動図書館車 昭和中期 写真 -

6 移動図書館車「はつかり号」 昭和後期 写真 -

7 移動図書館車「みずほ号」 昭和56年(1981) 写真 -

⑤受け継がれるサービス　―次の百年へ―

(1)レファレンス

No. 資料名 年代 資料種別 館名

1 目録カード 昭和中期 物品 熊谷図書館

2 「埼玉県立図書館だより　創刊号」 昭和54年(1979) 物品 -

3
彩-BISC　埼玉県立図書館合同蔵書

目録
平成7年(1995) 物品 -

4
「さいたまけんりつ図書館だより

65号」
平成7年(1995) 物品 -

5 目録カード 平成6年（1994） 写真 浦和図書館

6
『埼玉県立浦和図書館50年誌』

(埼玉県立浦和図書館）
昭和47年(1972) 図書 -

7

『埼玉県立図書館 合同蔵書目録

書名篇1』

(埼玉県立図書館合同蔵書目録編さん

委員会編　埼玉県教育委員会)

昭和60年(1985) 図書 -

4



(2)各館サービス

No. 資料名 年代 資料種別 館名

1 DAISY資料・PLEXTALK PTN2 - 物品 久喜図書館

2
『日本古代の歴史　6』(佐藤信

［ほか］企画編集　吉川弘文館)
平成31年(2019) 図書 -

3
「健康・医療情報リサーチガイド＠

埼玉　改訂2版」
令和3年(2021) 物品 久喜図書館

4

「埼玉県立図書館司書がすすめる

とっておきのえほん100冊　親子の

ふれあいえほんばこ」

令和2年(2020) 物品 久喜図書館

5
「仕事に役立つリサーチガイド＠

埼玉　第2版」
令和3年(2021) 物品 熊谷図書館

6 埼玉県立図書館利用案内 令和4年(2022) 物品 埼玉県立図書館

7
埼玉県立熊谷図書館の海外資料

サービス
令和4年(2022) 物品 熊谷図書館

8
『武蔵国郡村誌　第一巻』

（埼玉県立図書館）
昭和28年(1953) 図書 -

〈展示資料関連情報〉

○過去の「図書館と県民のつどい埼玉」の記録については、以下のウェブサイトをご覧ください。

・《図書館と県民のつどい埼玉》

（https://www.sailib.net/tudoi　埼玉県図書館協会）

・「GHQ「ナトコ」、30年ぶりの発見　県立浦和図書館」『朝日新聞　2006年4月2日　朝刊　35面』

・《データベース紹介》

（https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/business/database.html　埼玉県立図書館）

・「16ミリ発声映写機：GHQから貸与「ナトコ」発見　県立浦和図書館の倉庫」

　『毎日新聞　2006年3月24日　朝刊　27面』

・「GHQの16ミリ映写機　県立浦和図書館で発見　フィルムも含め保存、展示へ」

　『埼玉新聞　2006年3月24日　1面』

○ナトコ16ミリ映写機の発見は、新聞でも大きく報じられました。ナトコ16ミリ映写機発見について

　報じている新聞記事をご紹介します。

ご紹介した新聞記事は、新聞データベースなどで見ることができます。データベースの詳細については以

下のウェブサイトをご覧ください。

・「GHQの映写機　浦和図書館車庫から発見　スピーカーやフィルムも」

　『読売新聞　2006年3月27日　朝刊　35面』
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○移動図書館車については、当館のブログ記事もご覧ください。

・《いまは昔の移動図書館ものがたり-埼玉県立図書館》
（https://www.lib.pref.saitama.jp/blog/cat9/post-77.html　埼玉県立図書館）

・《健康・医療情報リサーチガイド＠埼玉　改訂2版》
（https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/health/service/post-36.html　埼玉県立図書館）

・「埼玉県立図書館司書がすすめるとっておきのえほん100冊　親子のふれあいえほんばこ」

《絵本のタネまきプロジェクト》

（https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/children/tanemaki.html　埼玉県立図書館）

・「仕事に役立つリサーチガイド＠埼玉　第2版」
《仕事に役立つリサーチガイド＠埼玉》
（https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/business/business-researchannai.html　埼玉県立図書館）

・埼玉県立図書館利用案内
《利用案内(リーフレット)》
（https://www.lib.pref.saitama.jp/guidance/service/pdf.html　埼玉県立図書館）

○「⑤受け継がれるサービス　―次の百年へ―」の「(2)各館サービス」でご紹介している資料の一部

　は、当館ウェブサイトからも見ることができます。
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No. 資料名 年代 資料種別 館名

1 浦和書籍館閲覧券第1号 明治9年(1876) 写真 浦和書籍館

2 埼玉県立図書館(旧女子師範学校) 昭和初期 写真 埼玉県立図書館

3 埼玉県立図書館閲覧室 昭和初期 写真 埼玉県立図書館

4 県教育会立埼玉図書館 大正後期-昭和初期 写真 県教育会立埼玉図書館

5 栗原知事一行の視察 昭和35年(1960) 写真 埼玉県立図書館

6 完成した埼玉県立図書館 昭和35年(1960) 写真 埼玉県立図書館

7 雪の日の埼玉県立図書館 昭和35年(1960) 写真 埼玉県立図書館

8 浦和図書館点描1 昭和中期 写真 浦和図書館

9 混みあう浦和図書館 昭和中期 写真 浦和図書館

10 埼玉県立図書館利用風景 昭和中期 写真 浦和図書館

11 浦和図書館点描2 昭和中期 写真 浦和図書館

12 移動図書館車「むさしの号」 昭和中期 写真 -

13 橋をわたる移動図書館車 昭和中期 写真 -

14 映写機と移動図書館車 昭和中期 写真 -

15 埼玉県本を読むおかあさん大会 昭和43年(1968) 写真 -

16 全国図書館大会の看板 昭和44年(1969) 写真 -

17 埼玉県立図書館内文書館 昭和44年(1969) 写真 埼玉県立図書館

18 文書館閲覧室 昭和44年(1969) 写真 埼玉県立図書館

19 熊谷図書館カウンター 昭和46年(1971) 写真 熊谷図書館

20 浦和図書館点描3 昭和47年(1972) 写真 浦和図書館

21 川越図書館開館準備の様子 昭和40年代 写真 川越図書館

22 川越図書館子ども読書室 昭和55年(1980) 写真 川越図書館

23 完成した久喜図書館1 昭和55年(1980) 写真 久喜図書館

24 完成した久喜図書館2 昭和55年(1980) 写真 久喜図書館

25 盛況の久喜図書館 昭和55年(1980) 写真 久喜図書館

26 本を読む県民のつどい (渡辺淳一氏) 平成2年(1990) 写真 -

27 著者を囲むつどい (高橋治氏) 平成3年(1991） 写真 -

28 楷(かい)の木 平成初期 写真 川越図書館

29 川越図書館館外風景 平成中期 写真 川越図書館

30
あれから、百年　埼玉県立図書館

百周年記念資料展チラシ(表)
令和4年(2022) 写真 -

31
あれから、百年　埼玉県立図書館

百周年記念資料展チラシ(裏)
令和4年(2022) 写真 -

パネル展示(県庁渡り廊下)
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　　埼玉県マスコット 埼玉県立図書館百周年記念資料展
「コバトン」「さいたまっち」 実行委員会事務局(熊谷図書館内)

令和4年11月7日発行
電話：048-523-6291
FAX：048-523-6468
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