
 

 

 

 

 
 
『春暖』 

年が改まり早ひと月が過ぎます。１年でもっとも寒い 

時期を迎えていますが、皆様体調は如何でしょうか。 

想定を大幅に超えるオミクロン株の驚異的な感染力に、 

新規感染者が急増しています。そのため、まん延防止等 

重点措置が発令され、制約の多い日々となってしまいました。公民館としては、従来から行

っている対策（マスク・消毒（手洗い）・三密回避）をさらに徹底することしか打つ手があ

りません。利用者の皆様におかれましては、ご利用の際に今一度感染対策の徹底にご協力を

お願い致します。 

さて、今月のイラストにもありますように（この頃は豆まき 

             をするご家庭も少ないかもしれませんが・・・）、２月３日（木） 

             は節分、翌４日（金）は立春となります。寒い毎日ですが、暦 

             の上では『春』となります。この冬は例年になく寒く、そして 

             北国では雪が多いので、春を待ちわびている方もたくさんいら 

っしゃることと思います。そこで、今月の言葉は『春暖』とさ 

せていただきました。「寒い冬を経た後の春の暖かさ」を表す 

言葉ですが、早く春暖な陽気になってほしいものです。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓「図書室からのお知らせ」は裏面以下を参照ください↓  
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＜2 月の公民館主催行事について＞ 

★ バレンタイン・シアター  

(1)日  時   令和 4 年 2 月 12 日(土)  

第 1 部（小学生）9:30～11:30 ディズニー映画「ライオン・キング」予定 

第２部（成人） 13:30～16:00 オードリー・ヘップバーン出演「シャレード」予定 

(2)人数・費用  抽選各 15 名 無料 

(3)申込方法    2 月 2 日（水）～8 日（火）電話および窓口で受付 

※抽選後、受講決定者のみ通知を致します。 

  ※上映作品は変更になる場合がございます。その際も受講決定者のみご連絡致します。 



＜図書室からのお知らせ＞  

2 月の購入本についてのお知らせ 

 図書室では、新刊を中心に話題の本を購入しています。 

２月の購入本は次の通りです。ぜひご来館いただき、 

手に取ってほしいと思います。 

 

・AI 時代を生き抜くﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ的思考が身につくシリーズ 1~9 土屋 誠司 創元社 

・すみっコぐらしの時間の使い方が上手になる方法 藤枝 真奈 主婦と生活社 

・世界を変えたキャンプ マジックツリーハウス 49 ﾒｱﾘｰ・ﾎﾟﾌﾟ・ﾎﾞｰﾝ KADOKAWA 

・おきがえあそび あかちゃんのあそびえほん きむら ゆういち 偕成社 

・てあらいできるかな あかちゃんのあそびえほん きむら ゆういち 偕成社 

・せんろはつづくよにほんいっしゅう 鈴木まもる 金の星社 

・ぐりとぐらのあいうえお なかがわ えりこ 福音館書店 

・パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田 ケイコ KADOKAWA 

・５秒後に意外な結末 ｵｲﾃﾞｨﾌﾟｽの黒い真実 桃戸 ハル 学研プラス 

・5 秒後に意外な結末 アポロンの黄色い太陽 桃戸 ハル 学研プラス 

・5 秒後に意外な結末 ミノタウロスの青い迷宮 桃戸 ハル 学研プラス 

・5 秒後に意外な結末 パンドラの赤い箱 桃戸 ハル 学研プラス 

・アンガーマネージメント見るだけノート 安藤 俊介 宝島社 

・幸福の意外な正体 なぜ私たちは「幸せ」を求めるのか ダニエル・ネトル きずな出版 

・「ゼロ・リセット」マジック 不安が希望に変わる Kenji KADOKAWA 

・泣ける日本史 教科書に残らないけれど心に残る歴史 真山 知幸 文嚮社 

・聖徳太子のひみつ 「日本教」を作った 井澤 元彦 ビジネス社 

・ことりっぷ Magagine vol30 クラフトをめぐる小さな旅 ことりっぷ mook 

・ことりっぷ Magagine vol29 新しい旅のスタイル ことりっぷ mook 

・ことりっぷ Magagine vol26 手仕事が生まれる場所へ ことりっぷ mook 

・ぶら鉄 親子で GO！電車見まくりスポット首都圏編 ﾚｲﾙﾏﾝﾌｫﾄｵﾌｨｽ 昭文社 

・誰も教えてくれない日本の不都合な現実 ひろゆき きずな出版 

・これ１冊で安心相続の諸手続き・届出・税金のすべて 堀 招子 ナツメ社 

・おじさんの定年前の準備、定年後のスタート 金澤 美冬 総合法令 

・10 代の女の子の親が知っておくべき７つのこと 宮崎 真紀 大和書房 

・ｶﾘｽﾏ保育士てぃ先生の子育て〇×図鑑 てぃ先生 ダイアモンド社 

・1～3 歳思考力がぐんぐん育つクボタメソッド子ども脳トレ 久保田 競 主婦の友社 

・0～1 歳地頭がすくすく育つクボタメソッド赤ちゃん脳トレ 久保田 競 主婦の友社 

・最強のサプリ＆健康長寿術 120 歳まで元気に生きる 金森 重樹 扶桑社 

・自律神経 名医が教える健康寿命を延ばして元気になる知恵 工藤 孝文 朝日新聞社出版 

・最強の健康野菜 ブロッコリースプラウトが体にいいワケ 森光 幸次郎 河出書房新社 

・医者が考案した老けないたんぱく質ごはん 白澤 卓二 宝島社 

 



・ホワイトベース二宮祥平 春夏秋冬ツーリングに行け 二宮 祥平 一迅社 

・メーター検針員テゲテゲ漫画日記 古泉 智浩 三五館新社 

・1 枚の着物から洋服とカバンが作れるいちばんやさしい着物ﾘﾒｲｸ 松下 純子 PHP 研究所 

・幼顔メソッド 一生老けない顔になる なっちゃん先生 主婦の友社 

・たんぱく質がとれる糖質オフ 主婦の友社編 主婦の友社 

・豆腐があったら これつくろう 献立に迷わない ORANGE PAGE BOOKS オレンジページ 

・大人のための「テーブルマナー」の教科書 大谷  晃 キクロス出版 

・やすこーんの鉄道イロハ やすこーん 山と渓谷社 

・カミキィの気持ちが伝わる贈り物おりがみ カミキィ 日本文芸社 

・昨日の自分に負けない美学 逆境を楽しむ予祝のススメ ひすい こうたろう フォレスト出版 

・愛に始まり、愛に終わる 瀬戸内寂聴 108 の言葉 瀬戸内 寂聴 宝島社 

・ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎 朝日新聞社出版 

・もう別れてみいいですか 垣谷 美雨 中央公論社 

・おむつのなか、みせてみせて ファン・ヘネヒテン 

・ととけっこうよがあけた わらべうたえほん  こばやし えみこ 

・まてまてまて わらべうたえほん こばやし えみこ 

・モイモイとキーリー あかちゃんが選んだあかちゃんのための絵本 みらし～まる 

・うるしー あかちゃんが選んだあかちゃんのための絵本 ロロン 

・親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑 松下 孝太郎 

・秘密に満ちた魔石館 1~3 廣島 玲子 PHP 研究所  

・なはるか 二平方メートルの世界で 前田 海音 

・しーっ たしろ ちさと フレーベル館    ・仕事の歴史図鑑 1～2 本郷 和人 くもん出版 

・パンどろぼう 柴田 ケイコ KADOKAWA  ・のんびりジュゴン 松橋 利光 アリス館 

・いのっちの手紙 斎藤 環 中央公論社    ・温泉やど関東・甲信越 昭文社    

・スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社   ・魔法の寝落ちヨガ 寝る前 10 分 B-life 小学館 

・ハーブティー事典 佐々木 薫 池田書店   ・LDK 老けない体の便利帳 晋遊舎 

・老けない美容、老ける美容 神崎 恵 講談社 ・青天を衝け 4 大森 美香 ＮＨＫ出版 

・三千円の使いかた 原田 ひ香 中央公論社  ・真夜中のマリオネット 知念 実希人 集英社 

・李王家の縁談 林 真理子 文藝春秋     ・ミカエルの鼓動 柚月 裕子 文藝春秋 

・ミス・サンシャイン 吉田 修一 文藝春秋  ・ちちんぷいぷい 谷川 俊太郎 

・ぱかっ はじめてえほん 14 森 あさ子    ・がんばらない勇気 ひろゆき 宝島社      

 

 

 


