
図書館は、ただ本を読むだけでなく、本と人との出会いを演出していく場所だと考
えています。一人でじっくり読書をしたり、みんなで読書体験を共有したり、さまざ
まな楽しみ方があるので、ぜひ足を運んで自分なりの楽しみ方を見つけてください。
また上戸田分館では、幅広いジャンルの蔵書を揃え、毎日のように、さまざまなイ
ベントを実施していますので、交流のための場としても活用してほしいと思います。分館長　丸
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本はずっと待っていてくれる友だちであり、いつまでいてもいい隠
れ家のような存在です。本を友とすることで、人は人らしく生きて
いけるのではないでしょうか。本屋さんでも図書館でも、何を考え
るともなく、本を見ながらふらふらっと歩いていると、たいてい本
のほうから呼ばれます。「ちょうど今知りたいなー」と思ったり、「読
んでみたいなー」と思った本が目の前に現れます。不思議なような
気がしますが、これ本当です。おすすめの本を１冊あげるとしたら、
卓球部のお話で『チームふたり』。親御さんにも共感できるポイン
トがあり、ハマると思います。家族で同じ本を読んで話をすると、
新鮮で、気付かされることも多いので、おすすめです。
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やっぱり、あたたかいところが好き！

図書 館へ行こう！ 本を読もう！！
家に閉じこもりがちな冬ですが、じっくり本を読む絶好の季節でもあります。
市内の各図書館は、それぞれ取り揃える蔵書に特徴があり、イベントも行われています。
お気に入りの１冊を見つけて、寒い冬を心豊かに過ごしましょう。
※設備改修工事のため休館中の図書館本館は、4月1日（水）から再開します

イベント：赤ちゃん向けの
おはなし会や3歳以上の子
ども向けのおはなしの森、ま
た大人向けのビブリオバト
ル ワークショップや読書
サロンなどを開催

本の中のグッとくる言葉を集めた「ハッとして！GOODカー
ド」、おすすめ本を紹介する「POPコンテスト」をはじめと

する、さまざまな展示を館内の１０カ所以上で行っています。またミニコ
ミ誌『P

パ ル ダ イ ス

ALDISE』では、地域で活躍する方々が執筆する「私の大切な
一冊」などを連載しています。上戸田分館では、素敵な本との出会いの
きっかけをたくさん用意してお待ちしています。

Point

住所：戸田市上戸田2-21-1
上戸田地域交流センター（あいパル）2階
電話番号：442-1211
開館時間：午前9時～午後9時30分
休館日：第３月曜日（祝日のときは開館）、
年末年始（12月29日～ 1月3日）

住所：戸田市下前 1-2-20 東部福祉センター 1階
電話番号：442-1228

開室時間：午前9時～午後6時
休室日：第2・4・5月曜日（祝日のときは開室）、
年末年始（12月29日～ 1月4日）

アクセス方法 　戸田公園駅
東口から徒歩 10分／国際興
業バス（下笹目～西川口駅
西口・北戸田駅～西川口駅
西口）「上戸田地域交流セン
ター」下車・徒歩0分

アクセス方法 　戸田公園駅
から徒歩 13分／国際興業バ
ス（西川口駅西口～下笹目・
西川口駅西口～北戸田駅）
「公園前」下車・徒歩5分、 
「中町2丁目」下車・徒歩4
分／国際興業バス（川口駅
西口～蕨駅西口・戸田公園
駅東口～蕨駅西口）「東部浄
水場」下車・徒歩3分

市内で一番小さな分室で、蔵書のうち９割ほどが児童書で
占められています。中からはいつも子どもたちの声が聞こえ

ており、混んでいるときは、立ち読みの子どもたちも出るほど。外から
ガラス窓を通して室内の様子がうかがえる明るく小さな図書室で、こじ
んまりとした雰囲気も魅力です。気軽にお立ち寄りください。

住所：戸田市川岸2-4-8
心身障害者福祉センター 3階
電話番号：443-1500

開室時間：午前9時～午後6時
休室日：第 1・3・5火曜日（祝日
のときは開室）、年末年始（12
月29日～ 1月4日）

アクセス方法 　戸田公園駅から徒歩 15分
／国際興業バス（川口駅～下笹目）「障害者福
祉会館」下車・徒歩2分／ tocoバス 川岸循
環「障害者福祉会館前」下車・徒歩0分、喜
沢循環「障害者福祉会館北」下車・徒歩 1分

住所：戸田市美女木5-2-16
西部福祉センター 2階
電話番号：421-6737

開室時間：午前9時～午後6時
休室日：第2・4・5月曜日（祝
日のときは開室）、年末年始（12
月29日～ 1月4日）

アクセス方法 　国際興業バス（下笹目～武
蔵浦和駅）「美笹支所入口」下車・徒歩5分
／国際興業バス（北戸田駅～西川口駅西口）
「医療保健センター」下車・徒歩 10分／ toco
バス 美笹循環「美笹支所」下車・徒歩0分

美笹分室は、地域の方々の「いこいの図書館」を目指して
います。日本の小説では、「推理小説」と「時代小説」を中

心に集めています。また中高生の皆さんのためにティーンズ向け文庫を
揃えているのも特長です。そのほか、育児や料理など生活に役立つ本や
紙芝居もありますので、ぜひご来館ください。

下戸田南分室は、一般書を中心に構成された図書館です。
一番大きな特長は「家庭の本棚」。実用書の中でも利用の

多い家事・育児・家庭医学・園芸・旅行の本を奥の棚一面にまとめ、利
用しやすく配置しています。

美笹分室
蔵書数　約 16,000冊

上戸田分館
蔵書数　約50,000冊

下戸田南分室
蔵書数　約 17,000冊

アクセス方法
戸田公園駅から徒歩 1分

配本所は蔵書を持たない「図書館の窓口」です。リ
クエストした資料の貸出や返却ができます。戸田公

園駅改札口から専用の連絡通路で行き来できる便利な場所にあり
ますので、お出かけ前や仕事帰りにもご利用ください。

戸田公園駅前
配本所

下戸田分室
蔵書数　約8,000冊

図書館は
本と人との出会いの場

戸田市立図書館 上戸田分館

Point

Point Point

問い合わせ　生涯学習課 図書館担当 ☎442-2802
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図書館は、ただ本を読むだけでなく、本と人との出会いを演出していく場所だと考
えています。一人でじっくり読書をしたり、みんなで読書体験を共有したり、さまざ
まな楽しみ方があるので、ぜひ足を運んで自分なりの楽しみ方を見つけてください。
また上戸田分館では、幅広いジャンルの蔵書を揃え、毎日のように、さまざまなイ
ベントを実施していますので、交流のための場としても活用してほしいと思います。

本はずっと待っていてくれる友だちであり、いつまでいてもいい隠
れ家のような存在です。本を友とすることで、人は人らしく生きて
いけるのではないでしょうか。本屋さんでも図書館でも、何を考え
るともなく、本を見ながらふらふらっと歩いていると、たいてい本
のほうから呼ばれます。「ちょうど今知りたいなー」と思ったり、「読
んでみたいなー」と思った本が目の前に現れます。不思議なような
気がしますが、これ本当です。おすすめの本を１冊あげるとしたら、
卓球部のお話で『チームふたり』。親御さんにも共感できるポイン
トがあり、ハマると思います。家族で同じ本を読んで話をすると、
新鮮で、気付かされることも多いので、おすすめです。

株式会社　学研プラス　
絵本・読み物編集室　室長
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どんな本を選んだらいいか悩んだときは、自分の ”好きなもの・こと”
に関係する本を読んでみることをおすすめします。サッカーが好きで
あれば、技術書でもいいし、ひいきのチームの監督の本でもいい。
映画が好きなら、その映画のノベライズや設定集でもいい。そうやっ
て読んだ情報は、自分の ”好きなもの・こと”に対する理解を深め、
見方を変えてくれるでしょう。そして ”好きなもの・こと”は、さらに 
面白くなり、もっと好きになれると思います。おすすめは、『スターウォー
ズ　ジェダイの哲学　フォースの導きで運命を全うせよ』。映画を観
ていなくても読める自己啓発本で、人生に迷った時にちょっと楽にな
れる考え方や生き方を優しい言葉で教えてくれます。

株式会社　学研プラス
図鑑・辞典編集室　室長

芳
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さん
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本のプロ・出版社の編集者に聞きました

教えて！　本の楽しみ方

やっぱり、あたたかいところが好き！

図書 館へ行こう！ 本を読もう！！
家に閉じこもりがちな冬ですが、じっくり本を読む絶好の季節でもあります。
市内の各図書館は、それぞれ取り揃える蔵書に特徴があり、イベントも行われています。
お気に入りの１冊を見つけて、寒い冬を心豊かに過ごしましょう。
※設備改修工事のため休館中の図書館本館は、4月1日（水）から再開します

アクセス方法 　戸田公園駅
から徒歩 13分／国際興業バ
ス（西川口駅西口～下笹目・
西川口駅西口～北戸田駅）
「公園前」下車・徒歩5分、 
「中町2丁目」下車・徒歩4
分／国際興業バス（川口駅
西口～蕨駅西口・戸田公園
駅東口～蕨駅西口）「東部浄
水場」下車・徒歩3分

市内で一番小さな分室で、蔵書のうち９割ほどが児童書で
占められています。中からはいつも子どもたちの声が聞こえ

ており、混んでいるときは、立ち読みの子どもたちも出るほど。外から
ガラス窓を通して室内の様子がうかがえる明るく小さな図書室で、こじ
んまりとした雰囲気も魅力です。気軽にお立ち寄りください。

住所：戸田市川岸2-4-8
心身障害者福祉センター 3階
電話番号：443-1500

開室時間：午前9時～午後6時
休室日：第 1・3・5火曜日（祝日
のときは開室）、年末年始（12
月29日～ 1月4日）

下戸田南分室は、一般書を中心に構成された図書館です。
一番大きな特長は「家庭の本棚」。実用書の中でも利用の

多い家事・育児・家庭医学・園芸・旅行の本を奥の棚一面にまとめ、利
用しやすく配置しています。

アクセス方法
戸田公園駅から徒歩 1分

住所：戸田市本町4-15-11
 戸田公園駅前
 行政センター 2階
電話番号：420-9746

開所時間：平日　午前8時30
分～午後8時／土・日曜日、祝
日　午前9時～午後5時30分
休所日：年末年始（12月29日
～ 1月3日）

配本所は蔵書を持たない「図書館の窓口」です。リ
クエストした資料の貸出や返却ができます。戸田公

園駅改札口から専用の連絡通路で行き来できる便利な場所にあり
ますので、お出かけ前や仕事帰りにもご利用ください。

戸田公園駅前
配本所

アクセス方法 　戸田駅から徒歩10分／
国際興業バス（西川62・蕨54）「翔陽高校」
下車・徒歩5分、（西川61）「新曽小学校入
口」下車・徒歩5分／ tocoバス 西循環 
「翔陽高校」下車・徒歩7分／ふれあいバス
※戸田市民は、新曽・東部・西部福祉セ
ンターおよび上戸田地域交流センターを
循環するふれあいバスも利用可

住所：戸田市大字新曽 1395 新曽福祉センター 1階
電話番号：442-2800

開所時間：平日　午前9時～午後8時／土・日曜
日、祝日　午前9時～午後6時
休所日：第2・4・5月曜日（祝日のときは開所）、
年末年始（12 月29 日～ 1 月4 日）

　 平成30年７月に本館窓口
業務の代替措置として、新曽福祉センター 1
階に開設しました。戸田公園駅前配本所と
同様に、予約資料の貸出、返却ができます。
また、新規の貸出券登録やリクエスト受付
が可能で、3月29日（日）まで利用できます。

新曽配本所

問い合わせ　生涯学習課 図書館担当 ☎442-2802
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