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 「東風凍を解く（とうふうこおりをとく）」・・・立春・初侯（新暦で二月四日～八日ごろ） 

日本には、春夏秋冬の四季だけではなく、二十四の気という季節、七十二もの候という季節があり

ます。昨今話題を集めているこの七十二侯ですが、もとは中国で用いられていた暦で、1 年間を７２

に分割したものです。季節の移ろいを感じながら旬のものをいただき、季節の風物詩を楽しみ、折々

の祭や行事に願いを込める、そんな自然に寄り添った暮らしは私たちの身も心も豊かにしてくれます。 

この「東風凍を解く」の東風は春風のこと。暖かい春風が吹いて、川や湖の氷が解け出すころをいい

ます。この頃は蕗の薹(ふきのとう)が顔をのぞかせます。独特の香りと苦味と共に、若芽に蓄えられ

たエネルギーが私たちの体を目ざめさせ、毒素を出してくれるそうです。先日とある野菜市でその蕗

の薹をみつけました。春はもうそこまで来ています。 （「日本の七十二侯を楽しむー旧暦のある暮らしー 白井明大著 東方出版」より） 

 

 

小説・エッセイ 

「香夜（かぐや）」       高樹 のぶ子 

「火男」            吉来 駿作 

「逃亡者」           新堂 冬樹 

「赤ヘル１９７５」        重松 清 

「櫛挽道守」           木内 昇 

「めぐり糸」          青山 七恵 

「漁師の愛人」          森 絵都 

「旅者の歌」          小路 幸也 

「子育てはもう卒業します」   井上 荒野 

「原罪」            遠藤 武文 

「向かい風で飛べ！」       乾 ルカ 

「教場」            長岡 弘樹 

「ズッコケ中年三人組 age４８」 那須 正幹 

「ひとりで生きるよりなぜ、ふたりがいいか」三浦 朱門 

「新老人の思想」        五木 寛之 

「一度、死んでみましたが」   神足 裕司 

「猫語のノート」     ポール・ギャリコ 

「ディア・ライフ」    アリス・マンロー 

「あらすじで読むシェイクスピア全作品」 河合 祥一郎 

実 用 書 

「心地いい暮らしを作る家仕事」リンネル編集部／編 

「美しいフェルトでつくる」  宮田 麻貴子 

 

「作りおきそうざい」      主婦の友社 

「さすがといわせる東京選抜グルメ」JTB の MOOK 

「川澄健のいちばんわかりやすい！飾り巻きずしの作り方」 川澄 健 

「長尾智子の料理１，２，３」  長尾 智子 

「きょうの料理七十二候」 小山 薫堂／監修 

「片づけと整理のグッドアイディア集」 柑成 美緒 

「フードを包む」        福田 里香 

その他一般書 

「古本屋ツアー・イン・ジャパン」小山 力也 

「自分では気づかない、ココロの盲点」池谷 裕二 

「本の花」           平松 洋子 

「人生はドンマイドンマイ」   美輪 明宏 

「負ける力」          藤原 和博 

「わたしが人生について語るなら」加島 祥三  

「ゼロ戦と日本刀」       百田 尚樹 

「ローマ帝国大図鑑」 ナイジェル・ロジャーズ 

「昭和二十五年最後の戦死者」  城内 康伸 

「自分史の書き方」        立花 隆 

「会えてよかった」       安野 光雅 

「共に生きるということ」    緒方 貞子 

「３５日間世界一周！！」  水谷 さるころ 

「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」  詩歩 

 ２月号 



「にょろり旅・ザ・ファイナル」  青山 潤 

「京のろおじ」       暮らす旅舎／編 

「社長」と「ＣＥＯ」のちがい、わかりますか？」内池 久貴 

「手取り１０万円台の俺でも安心するマネー話を４つください」山田 真哉 

「国家のシロアリ」      福場 ひとみ 

「突破する教育」         池上 彰 

「ナチュラル・ファッション」 ハンス・シルヴェスター 

「食べられる虫ハンドブック」 内山 昭一／監修 

「大人の算数・数学」      押川 元重 

『100 歳まで元気に歩けるからだづくり「７５のコツ」』大江 隆史／監修 

「あなたは半年前に食べたものでできている」 村山 彩 

「おなかやせ定食」      柏原 ゆきよ 

「日本の知らない風力発電の実力」 安田 陽 

「ベニシアの庭づくり」ベビシア・スタンリー・スミス 

「モンスターと呼ばれたリンゴふじ」小泉 光久 

「週末鉄道旅行」  ニッポン鉄道旅行研究会 

「ぼくは乗り鉄、おでかけ日和」 杉山 淳一 

「可笑しな小屋」 ジェイン・フィールド＝ルイス 

「名画の謎 陰謀の歴史篇」   中野 京子 

「おしゃれで楽しいかごとバッグ」松田 裕美 

「ザ・タイガース花の首飾り物語」瞳 みのる 

「中村勘三郎最後の 131 日」   波野 好江 

「野生の教育論」        野村 克也 

「箱根駅伝」    ベースボールマガジン社 

「知って感じるフィギュアスケート観戦術」 荒川 静香 

児童書＆ティーンズ 

「ヘンリー君と秘密クラブ」ベバリイ・クリアリー  

「ドキドキッズ小学校 4 時間目」川北 亮司 

「モン太くんとミイラくん」  土屋 富士夫 

「キャベたまたんていきけんなドラゴンたいじ」三田村 信行 

「おばけのアッチとドラキュラスープ」 角野 栄子 

「ハートにぷらいど！卓球部」   横沢 彰 

「ダイアナ」           東 園子 

絵 本 

「あー・あー」         三浦 太郎 

「まてまてももんちゃん」 とよた かずひこ 

「つみきだいさくせん」     新井 洋行 

「あしってエラい！」    中川 ひろたか 

「ぼくだってウルトラマン」よしなが こうたく 

「まよなかのたんじょうかい」  西本 鶏介 

「チャーリー、おじいちゃんにあう」エイミー・ヘスト 

「まだだよまだだよ」     村上 しいこ 

「ほんとうのおにごっこ」    筒井 敬介 

「いのちをいただく」      坂本 善喜 

● ここで紹介した本は新しく入った本の一部です。詳細

は山口市立図書館のホームページでご覧頂けます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※は曜日が違います。運行日にご注意ください。 

 

 

 

※２月 2７日(木)は図書整理日のため休館です。 

篠生分館 10:00～10:50 2 月 3 日（月）  17 日（月） 

生雲分館 13:00～13:50 ３月３日(月) 17 日(月) 31日(月) 

柚木地域活性化センター10:30～11:20 2 月 10 日（月）  24 日（月） 

地福分館 13:30～14:20 ３月 10 日（月）  24 日（月） 

嘉年分館 10:20～11:10 ※2 月 13 日（木） 26 日（水） 

徳佐小学校 12:40～13:30 ３月 12 日（木） 26 日（水） 

日 月 火 水 木 金 土 

      １ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９ 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

おにのえほん 

 1 月 18 日（土）より、節分にちなんだ絵本を展示しています。

おなじみの「ももたろう」や「ないたあかおに」などのおにの登

場する絵本や、節分のよみきかせにピッタリの昔話、「かえるをの

んだととさん」（日野 十成／再話  斎藤 隆夫／絵 福音館書店）

など楽しい絵本がいっぱい。ぜひご利用ください。（2 月中旬まで） 


