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『全国ごほうびひとり旅温泉手帖

いい湯、いい宿、旅ごはん！』

石井宏子／著 世界文化社（291イ）

心臓から一番離れてい

るため、非常に冷えや

すい足先。そんな足先

をかわいくてカラフル

な靴下であたためませ

んか？毎日履ける定番

から、重ね履きができ

るデザインまで、簡単

に編める靴下を紹介し

ています。

『脂肪燃焼！ジンジャースープ

寝てる間も脂肪が燃えてデトックス！』

庄司いずみ／著 KADOKAWA（498.5シ）

寒い日に飲むスープは

一段と美味しく感じま

すよね。生姜は冷えを

解消してくれるのはも

ちろん、免疫力や代謝

をアップしてくれる魔

法の野菜です。そんな

生姜を使ったスープを

飲んで体の中からあた

たかくなりましょう。

『阪急電車』

有川浩／著 幻冬舎（Fアリ）

読むと心があたたかくな

るお気に入りの1冊

はありますか？この本は、

電車の車内で起こる

ちょっとした出会いや、

人と人との接点を描いた

小説です。乗客たちの

ほっこりする話や、胸

キュンな話で心をあたた

めましょう。

『かかとモチーフから編む

だれでもかんたん！カラフルくつ下』

松本恵衣子／著 河出書房新社（594.3マ）

2・3月のテーマ

心と体をあたためる

まだまだ寒い日が続きますね。今回は、心と体が

あたたかくなるような図書を集めました。料理や

洋服、温泉で体をあたためるのはもちろん、心が

あたたかくなるお話を読んで寒さを乗り越えましょ

う。ぜひ図書館で手に取ってみてください。

公共交通機関で行ける、

全国の温泉や宿、周辺

のグルメなどを紹介し

ている1冊です。自分

へのご褒美として温泉

で心も体もポカポカに

あたためてみてはいか

がでしょうか。



書                        名 著　者 出  版  社  名

069 ﾋ 世界はさわらないとわからない 広瀬　浩二郎 平凡社

143 ｸ 夫婦のトリセツ 黒川　伊保子 講談社

159 ﾖ ゴミ拾いをすると、人生に魔法がかかるかも 吉川　充秀 あさ出版

210.1 ﾆ 日本史年表 山折　哲雄 朝日新聞出版

222 ｷ 越境の中国史 菊池　秀明 講談社

324 ﾖ 負けない相続 依田　渓一 中央経済社

335 ﾉ 伊藤忠 野地　秩嘉 ダイヤモンド社

383 ｾ 世界のお菓子図鑑 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

490 ｼ また、あちらで会いましょう 四宮　敏章 かんき出版

492 ﾔ すごい自力整体 矢上　真理恵 ダイヤモンド社

498.4 ﾌ 香害入門 深谷　桂子 緑風出版

507 ｻ 地方私鉄ミニレイアウトのつくり方 佐々木　龍 イカロス出版

594.2 ｺ 段染め糸の刺繡 小西　ゆり 日本文芸社

596 ｳ 10品を繰り返し作りましょう ウー　ウェン 大和書房

686 ｳ 追憶の秘境駅訪問記 牛山　隆信 天夢人

723 ｲ 超絶技巧の西洋美術史 池上　英洋 新星出版社

726 ｻ いぬとねこのイラスト練習帖 sakio KADOKAWA

767 ｶ 百万本のバラ物語 加藤　登紀子 光文社

809 ﾖ オトナ女子のすてきな語彙力帳 吉井　奈々 ダイヤモンド社

F ｳｴ 継ぐ者 上田　秀人 KADOKAWA

F ﾄﾞｳ 夢の終幕 堂場　瞬一 集英社

F ﾋｻ ここが終の住処かもね 久田　恵 潮出版社

F ﾔｸ 罪の境界 薬丸　岳 幻冬舎

933 ﾌﾞ 湖は知っている サンドラ　ブラウン 集英社

請求記号

新　　　着　　　図　　　書　　　案　　　内

新しく購入した本の一部です。詳しくは図書館利用端末か図書館ホームページの新着案内をご覧ください。



【お待ちいただいております】

　　　　　　　 人気の図書は予約申し込み順に貸出しております。

順位 書             名 著  者  名 出 版 社 予約数 資料数

1 夜に星を放つ 窪　美澄 文藝春秋 117 7

2 おいしいごはんが食べられますように 高瀬　隼子 講談社 112 8

3 ハヤブサ消防団 池井戸　潤 集英社 103 5

4 マスカレード・ゲーム 東野　圭吾 集英社 102 7

5 教誨 柚月　裕子 小学館 99 4

6 同志少女よ、敵を撃て 逢坂　冬馬 早川書房 84 7

7 老害の人 内館　牧子 講談社 77 4

8 噓つきジェンガ 辻村　深月 文藝春秋 74 4

8 財布は踊る 原田　ひ香 新潮社 74 4

10 #真相をお話しします 結城　真一郎 新潮社 69 3

予約中の方は、申し訳ございませんが、もうしばらくお待ちください。（1月11日現在）

予約

ベストテン

図書館からおしらせ

FeliCa採用のICカードやおサイフケータイが

2枚目の「図書館資料利用券」として使えます。

FeliCa（非接触型ICカードのための通信技術）が採用されている

ICカード（Suica、PASMOなど）や、おサイフケータイ（iPhoneを除く）を

２枚目の「図書館資料利用券」として登録することができます。

登録したあとは専用の読取機にかざすだけで「図書館資料利用券」の代わりと

して図書などを借りることができます。

図書館・図書室のカウンター（におどりプラザを除く）で受付をいたしますので、

「図書館資料利用券」と登録するＩＣカード、スマートフォンなどをカウンター

にお持ちください。※おひとりにつき１つのFeliCaが登録できます。

※登録後もシステム更新等によりFeliCaが使えなくなることもあります。

資料利用券は紛失等なさらないよう、各自で管理をお願いします。

資料利用券紛失により再発行を申請している間はFeliCaも使用できません。

また、貸出冊数の上限などは変わりません。

ぜひご利用ください！



赤字は図書館共通の休館日

→休館日（市立図書館）

→休館日（北部図書館）

9月1日（木）から令和5年3月まで、早稲田図書館は大規模修繕工事のため休館となります。

2月

日 火 木 金 土

2 3 4

5 7 9 10 11
　　→イベント

建国記念の日
12 14 16 17 18

        →星空観望会

19 21 23 24 25

天皇誕生日
26 28

3月

日 火 木 金 土

2 3 4

5 6 7 9 10 11
　　→イベント

12 14 16 17 18
　　　→星空観望会

19 21 23 24 25
図書館共通

春分の日 休館日
26 28 30 31

2月

会場

市立図書館

会場

北部図書館
2階視聴覚室

3月

会場

北部図書館
2階視聴覚室

会場

北部図書館
2階視聴覚室

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により延期または中止となる場合があります。

高州地区文化センター図書室　　　　℡955－6600
におどりプラザ予約図書受取カウンター　℡948－7688

 ☆三郷市図書館ＨＰアドレス   https://www.lib.misato.saitama.jp/（パソコン版）

　　     　　　　　　　　　　　https://www1.lib.misato.saitama.jp/opac/wopc/pc/mSrv（携帯電話版）

　　     　　　　　　　　　　　https://www1.lib.misato.saitama.jp/opac/sp（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用）
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※各センター図書室、におどりプラザについては、休館日が異なる場合がありますので、ホームページをご覧になるか、直接お問い合わせください。

備考

備考

混み具合により、入場を
制限する場合があります。

受付方法

当日直接会場へ

受付方法

実施日時
2/4(土)
2/5(日)

午前9時30分～
午後4時30分

実施日時

イベント

雑誌リサイクル

イベント

実施日時 イベント

3/14（火）
午後2時～3時

「図書館活用講座」
講座・ブックカバーがけ

館内見学を行います

直接または電話
（3月4日から）

対象：図書館資料利用券をお持ちの方
定員：6名(先着順)

実施日時 イベント 受付方法 備考

　北部図書館　　　℡958－8900　　　東和地区東文化センター図書室　　　℡953－0211

　三郷市立図書館　℡952－8800　　　コミュニティセンター図書室　　　　℡955－7201
　早稲田図書館　　℡958－1040　　　彦成地区文化センター図書室　　　　℡958－3113

直接または電話
（前々日まで）

3/18（土）
午後6時30分

～8時

「星空観望会」
おおいぬ座を見つけよう

対象：小学生以上～大人
定員：15名（先着順）

受付方法 備考
2/18（土）
午後5時30分

～7時

「星空観望会」
オリオン座を見つけよう

直接または電話
（前々日まで）

対象：小学生以上～大人
定員：15名（先着順）

カレンダー・行事案内


