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小 松 市 立 図 書 館 （芦城公園内） 
〒923-0903 小松市丸の内公園町１９番地 
TEL：0761-24-5311 FAX：0761-22-9763 
MAIL：toshokan@city.komatsu.lg.jp 

南 部 図 書 館 （南部中学校敷地内） 

〒923-0303 小松市島町ヌ４３番地 
TEL：0761-43-1222 FAX：0761-43-1209 
MAIL：nanbu-lib@city.komatsu.lg.jp http://www.city.komatsu.lg.jp/toshokan 

 ご来館にあたり次の事項を必ず守ってください 

〇発熱、咳などの症状のある方はご来館をご遠慮ください。 

〇マスク着用及び手指消毒・手洗いの徹底をお願いします。 

〇混雑の状況により、入館を制限させていただくことがありま

す。 

※この場合、館外でお待ちいただく場合もあります。 

あらかじめご了承ください。 ＜ご協力ください＞ 

① 1 時間以上の滞在はご遠慮ください。 

② 万が一のための来館記録にご協力ください。貸出カ

ードの読み取りまたは記名にて行っています。 

③ 貸出手続きはセルフ貸出機をご利用ください。 

④ 小松市立図書館へは西口(市役所側)玄関から

ご入館ください（正面玄関は封鎖しています）。 

⑤ イベントは自粛させていただきます。 

当館では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

以下の措置を行っています。 

ご理解とご協力の程よろしくお願いします。 

体を動かすことは 

健康のはじまり 

寒い日も外出できない日も、お

家でできる運動を紹介します。 

医食同源 

手軽に作れる薬膳料理で体をいた

わりましょう。 

 空調復旧工事に伴うおしらせ 
現在、小松市立図書館の空調復旧工事を行っています。ご迷惑をおかけしま

すが、安全・円滑な工事の進捗にご協力をお願いいたします。 

2021 年 2 月 15 日(月)まで 

また、ブックポストがご利用いただけない日時があります。 

ご注意ください。 

日時  1 月 25 日(月) 8 時～17 時 

小松 
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全館休館日 空とこども絵本館 休館日

2021

  

犬飼 由美恵∥文  出口 かずみ∥絵  教育画劇 

子どもたちはこの絵本を読んで、はじめておで

んの具がなにから作られているか気付くかもしれ

ませんね。寒い冬に、読んで温まりませんか。 

【内容】 

｢畑にいたころがなつかしいなあｰ!｣｢いや～､ 

海のなかは最高でしたぜ!｣…｡ 

だしぶろにつかったおでんたちの自慢合戦はエスカレートして

いき―｡あったかくて美味しそうで､味わいいっぱいのユーモア絵

本｡ 

真珠まりこ  講談社 

忘れかけた気持ちが詰まった本

で、読んでいてほのぼのとした気持

ちになります。改めてモノを大切に

しないといけないなと感じさせてく

れました。 

季節の行事の意味など今更聞

けない事が再確認 

できました。 

【内容】 

毎日新聞で 2005 年から 2016 年まで連載さ 

れた「もったいないばあさん日記」。そこには日本 

の風習や伝統行事、和の文力、昔ながらの知 

恵とともにもったいないばあさんがどんな時に「も 

ったいない」と思うか、日々の暮らしなどが描かれ 

ています。暮らしを慈しむヒントが盛り込まれた歳 

時記と４コママンガも加わり 1 年中どのページからも楽しめます。 

消防出初式に伴う交通制限のおしらせ 

 下記の日時において、図

書館前の道路は通行でき

ません。 

日時： 

2021 年 1 月 9 日(土) 

10 時 40 分～ 

11 時 20 分 

小松 
小松 

詳しくは小松市消防本部のホームページをご確認ください。 

http://www.komatsu-fire.com/dan/2021dezomesiki.html 

小松 南部 



 2021 年 1月 視点本点 

 

 

三島由紀夫 佐藤 秀明　 岩波書店 絶局 坂岡 真　 小学館

藤原定家『明月記』の世界 村井 康彦　 岩波書店 完全犯罪の恋 田中 慎弥　 講談社

和歌史 渡部 泰明　 KADOKAWA コーチ 堂場 瞬一　 東京創元社

見果てぬ花 浅田 次郎　 小学館 きのうのオレンジ 藤岡 陽子　 集英社

人間の道理 曾野 綾子　 河出書房新社 湖の女たち 吉田 修一　 新潮社

世間とズレちゃうのはしょうがない 養老 孟司　 PHP研究所 眠れる美女たち　上・下 スティーヴン　キング　 文藝春秋

バグダードのフランケンシュタイン アフマド　サアダーウィー 集英社 ラスト・タイクーン F.スコット フィッツジェラルド 作品社

みがわり 青山 七恵　 幻冬舎 洪水 フィリップ　フォレスト　 河出書房新社

壺の中にはなにもない 戌井 昭人　 NHK出版 海と山のオムレツ カルミネ　アバーテ　 新潮社

夢七日 夜を昼の國 いとう せいこう　 文藝春秋 もしかしてひょっとして 大崎 梢　 光文社

影に対して 遠藤 周作　 新潮社 善医の罪 久坂部 羊　 文藝春秋

彼らは世界にはなればなれに立っている 太田 愛　 KADOKAWA 死の扉 小杉 健治　 双葉社

とわの庭 小川 糸　 新潮社 アンと愛情 坂木 司　 光文社

ニッポンチ! 河治 和香　 小学館 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ　 水鈴社

カラ売り屋、日本上陸 黒木 亮　 KADOKAWA だまされ屋さん 星野 智幸　 中央公論新社

いつの空にも星が出ていた 佐藤 多佳子　 講談社 空洞のなかみ 松重 豊　 毎日新聞出版

実践自分で調べる技術 宮内 泰介　 岩波書店 男の子にも女の子にも似合う服 高島 まりえ　 日本ヴォーグ社

苦学と立身と図書館 伊東 達也　 青弓社 かわいい縁起物刺しゅう アップルミンツ

思考の教室 戸田山 和久　 NHK出版 13歳からの食と農 関根 佳恵　 かもがわ出版

法学を学ぶのはなぜ? 森田 果　 有斐閣 困ったときのおへやあそび 近藤 理恵　 かもがわ出版

個人事業主・フリーランスの年金不

安をなくす本
奥野 文夫　 自由国民社

認知症の人もいっしょにできる高齢

者レクリエーション
尾渡 順子　 講談社

女性の世界地図 ジョニー　シーガー 明石書店 音楽の肖像 堀内 誠一　 小学館

シニア世代の食材冷凍術 本多 京子　 講談社 日本の流行歌 生明 俊雄　 ミネルヴァ書房

和室学 松村 秀一　 平凡社 クイズあなたは小学5年生より賢いの?① 日本テレビ放送網　 KADOKAWA

わかる!使える!機械加工入門 澤 武一　 日刊工業新聞社 これが加賀百万石回遊ルート 北國新聞社

世界の神話と英雄大図鑑 フィリップ ウィルキンソン 河出書房新社 納豆の本
全国納豆協同組合連

合会
岩崎書店

世界のすごい女子伝記 キャスリン　ハリガン 講談社 那須与一 神田 伯山　 講談社

子どもを守る言葉『同意』って何? レイチェル ブライアン 集英社 ふみきりかんかんくん きょうはなんのひ? 斉藤 洋　 講談社

絵でさぐる音・光・宇宙 コリン　スチュアート　 岩崎書店 曲垣平九郎 神田 伯山　 講談社

ウイルスって何だろう? 武村 政春　 PHP研究所 雷電為右衛門 神田 伯山　 講談社

へんくつさんのお茶会 楠 章子　 学研プラス クリスマスツリーをかざろうよ トミー　デ　パオラ　 光村教育図書

保健室経由、かねやま本館。③ 松素 めぐり　 講談社 ぼうしくんのクリスマスプレゼント 新井 洋行 KADOKAWA

夜の妖精フローリー ローラ エイミー シュリッツ 学研プラス まほうつかいウーのふしぎなえ エド　エンバリー 文溪堂

雪山のエンジェル ローレン セントジョン　 評論社 みどりバアバ ねじめ 正一　 童心社

文学

実用書・その他

児童・えほん

 

■ 新着資料をよりくわしく知りたい方は、「蔵書検索サイト」をご覧ください。 

■ 刊行遅れ／配送遅延等が発生する場合があります。予めご了承ください。 

←図書館ホームページ 

蔵書検索のページ 


