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『立春』！ 

３日の節分を終えると、4 日は早いもので『立春』  

となります。暦の上では春となり、確かに日の暮れる時 

間は少しずつ延び、夕方 5 時頃でも明るいことから、春 

が少しずつ近づいていることがわかります。 

しかし、実際のところ今の時期の気温が一番低く、寒

さが身に沁みる時期です。公民館はエアコンで暖房をしますが、暖かい空気は

部屋の上の方に行ってしまい、足元はとても冷えます。また、コロナ感染拡大

防止のため暖房をしながら換気も行っています。利用者の皆様におかれまして

は、温かくしてご来館下さいますようお願い致します。 

尚、裏面の「図書室からのお知らせ」に詳細を記載致 

しましたが、２月８日（水）午後、並びに 22 日(水)～ 

28 日(火)は図書館システム更新に係り、市内の公民館 

図書室等の利用制限が行われます。図書室利用の皆様に 

は多大なるご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力 

をお願い致します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓「図書室からの大切なお知らせ」は P2を参照ください↓  

ち ぐ さ
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＜2～３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５年 2 月１１日(土)  

第 1 部（小学生） 9:30～11:30 「ムーミン谷の彗星」を予定 

第２部（成人）  13:30～16:00 アラン・ラッド主演「シェーン」を予定 

(2)人数・費用   抽選各 15 名 無料 

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

★ 落語を楽しもう  

(1)日  時   令和５年３月１８日(土) １３：３０～１５：３０ 

(2)人数・費用  抽選２５名 無料 

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

※抽選後、受講決定者にのみ通知を致します。 
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＜図書室からの大切なお知らせ＞   

 

図書館システム更新に係る利用制限付き開館についてのお知らせ 

 

１ 利用制限の理由 

  令和 5 年 3 月 1 日の新図書館システム稼働に際し、データ移行作業に

伴うシステム停止が発生するため。 

 

２ 期間及び対象 

（１） 利用制限付き開館期間 

① ２月８日（水）１３：００～１６：００の３時間 

② 2 月 22 日（水）～28 日（火）の 7 日間 

（２）対象図書館・対象図書室 

 市内全ての図書館、図書館分館、公民館図書室 

 

３ 公民館図書室の利用制限の内容 

（１） 利用可能なこと 

①  図書室内の図書の閲覧。 

②  返却本の受領（返却ボックス・図書室内カウンター） 

（２） 利用不可能なこと（＝システム上の処理が必要なこと）  

①  貸出、予約等 

②  返却本は現物のみ受領し、システム処理は 3 月 1 日（水）以降順

次行います。 

４ ご不明な点等のお問合せ先 

   中央図書館管理課 企画班       043ー287ー4081 

 

↓「図書室からの新刊本のお知らせ」は P3,4を参照ください↓  
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２月に新しく入る本 
 今年度の追加予算が配当になったため、話題の新刊を含め下記の本を購入し

ました。ぜひご来館いただきお手に取っていただきたいと思います。 

 

・「だっこむぎゅー」いりやま さとし  

・「しましまぐるぐる」かしわら あきお 

・「おまもりえほん」国崎 信江     

・「きみのことがだいすき」いぬい さえこ 

・「５分後に意外な結末 ex 緑に覆われて世界の出来事」桃戸 ハル 

・「5 分後に意外な結末 ex 亜麻色の糸で紡がれた物語」桃戸 ハル 

・「アンパンマンともりのひみつ」やなせ たかし 

・「小学生なら声に出したい音読 366」齋藤 孝 

・「危険生物 学研の図鑑 LIVE 3 新版」今泉 忠明 

・「猛毒をもつ危険生物 刺す!咬む!防御する!」永井 宏史 

・「SDGs ｸｯｷﾝｸﾞ 1～3 料理を通して持続可能な未来を考えよう!」今泉 マユ子 

・「わくわく子ども俳句スクール 1~3 俳句をつくろう」おおやなぎ ちか 

・「友だちのこまったがわかる絵本」 WILL こども知育研究所 

・「はたらくくるまさいきょうずかん」小賀野 実 

・「パンどろぼうおにぎりぼうやのたびだち」柴田 ケイコ 

・「ストップ！スマホトラブル①」押切 孝雄 

・「ナイチンゲールのうた」ターニャ・ランドマン 

・「はじめての日本のれきしえほん」溝口 イタル 

・「トイレのなかみせてみせて」ヒド・ファン・ヘネヒテン 

・「そらいっぱいのこいのぼり」羽尻 利門 

・「にじいろのさかなとおはなしさん 」マーカス・フィスター 

・「乗りもの 鉄道・自動車・飛行機・船」  

・「1 年生からのらくらくレシピチョコレートスイーツ」若宮 寿子 

・「2 年生からのらくらくレシピ定番スイーツ」若宮 寿子  

・「ササッとつくれて、ちゃんとおいしい！ひとり分おかず 160」 

・「村上祥子さんの一生元気でいられるバランスごはん」村上 祥子 

・「はじめての NISA & iDeCo 漫画と図解でしっかりわかる」頼藤 太希 

・「世界一わかりやすい図解株・証券用語」石原 敬子 

・「志麻さんのベストおかず 料理のきほん編」タサン志麻 

・「一生使い続けたい!ミシンの基礎&応用 BOOK 完全編集版」 
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・「『65 歳の壁』を乗り越える最高の時間の使い方」和田 秀樹 

・「大人の若見えを叶えるしぐさとふるまい」諏内 えみ 

・「ディズニーフェルトのつるし飾り＆リース」佐々木 公子 

・「見わけがすぐつく野草・雑草図鑑」山田 隆彦 

・「日本のしきたりイラスト＆図解」新谷 尚紀 

・「マンガでわかる認知症の人が見ている世界２」遠藤 英俊 

・「ジッパー付きポリ袋で作る誰でもできる手前味噌」杵島 直美 

・「ＪＲ姿を消した名車両・特急図鑑」松本 典久 

・「地球の歩き方千葉」地球の歩き方編集室 

・「新しいお菓子の作り方」江口 和明 

・「英会話『1 日 1 パターン』レッスン」デビッド・セイン 

・「考えすぎてしまうあなたへ」ｸﾞｳｪﾝﾄﾞﾘﾝ･ｽﾐｽ 

・「大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした」クルベウ 

・「あなたの才能も一気に開花"」 森沢 明夫 

・「"四国八十八カ所をあるく[2023]大人の遠足 BOOK」 

・「トコトンやさしい電気自動車の本」廣田 幸嗣 

・「最強スーパーフード４『サツマイモ』」吉元 誠 

・「いますぐ食べたい！冷凍食品の本」西川 剛史        

・「新しい収納の教科書」赤工 友里     ・「ここだけのお金の使いかた」アミの会 

・「こえてくる者たち」斉藤 洋      ・「栗原新平のキッズキッチン」栗原新平 

・「仕立てて楽しむつる植物」土橋 豊   ・「すごい自力整体 」上 真理恵 

・「たりる生活」群 ようこ        ・「作家超サバイバル術!」中山 七里 

・「Ｄｒ.コパの金運爆上げ」小林 祥晃   ・「きもちを贈る」杉浦 さやか 

・「パクパク幼児食レシピ」げん      ・「品格を磨く言葉遣い」 

・「どうする家康 1」木俣 冬       ・「13 歳からの地政学」田中 孝幸 

・「ぼけの壁」和田 秀樹         ・「目で見てわかる認知症の予防」秋下 雅弘 

・「ホテル椿山荘東京」～ル・ジャルダン  ・「メルちゃんの着せ替えソーイング」 

・「和布で楽しむエプロンとかっぽう着」  ・「"プロだけが知っている小説の書き方」 

・「指と耳で見る、目と手で聞く」    ・「100 歳足腰のつくり方」笹原 健太郎 

・「腕時計 PERFECT 大事典」      ・「風の値段」堂場瞬一 

・「温泉百名山」飯出 敏夫        ・「スマホ失明」川本 晃司  

・「るるぶ茨城’23」、「るるぶ千葉房総’24」、「るるぶ草津伊香保みなかみ四万’24」、 

「るるぶ青森奥入瀬弘前八戸’24」、「るるぶ福島会津磐梯’24」、「るるぶ大分別府’24」、 

「るるぶ石垣宮古竹富島西表島」、「るるぶ奄美屋久島種子島’24」 


