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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。 

癒しを求めて 

こころが癒される本を集めます。 

チョコレート 

甘くてちょっぴり苦い、チョコレートの

本を集めます。 

2 月 22 日は「猫の日」 

「ニャンニャンニャン」の語呂合わせ。

本の中で猫と触れ合ってみませんか？ 

江見 敏宏∥文 写真  技術評論社 

その名の通り「花の美」を最大限に発揮した図鑑です。 

図鑑なのでちょっとした説明もついています。ただ、普通の図鑑

とは違い、花の持つ「美」をじっくり堪能できますよ。 

【内容】 

黒い背景に凛とそびえる草花の美しさを楽しむ図鑑。 

樹木から多年草、一年草まで、様々な花を撮影日順に掲載。花のフォ

ルムと色彩にこだわって撮影し、デジタルデータの加工技術で、最高に表現

できるように処理した。 
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全館休館日 空とこども絵本館 休館日

＊＊ 第 69 号「小松文芸」受賞者の皆さん ＊＊ 

  一般の部     

【奨励賞】 

松倉博祥（小説）山勝三（評論）有賀三枝子（随筆） 

神田博行（随筆）村上慈子（短歌）伊井虎男（俳句） 

塩村外茂枝（俳句）吉田朝子（俳句）沢田咲子（川柳） 

安田富士美（詩） 

  ジュニアの部     

【小松文芸賞】 瀬川佳蓮（短歌） 木村開（俳句） 

【奨励賞】  寺本萌依奈（短歌）村田大晃（短歌） 

釣川乃愛（俳句） 西田柊弥（俳句） 

【佳作】 

城下倫郎、南碧恋、若林咲乃、堂道かぐや、丸次千尋 

（以上 4 名 短歌） 

杉元嶺維、石川凜、川端一尊、橘咲花（以上 4 名 俳句） 

  表紙絵    新宅 藍理（高校生） 

 

本を汚してしまった 

ページが破れてしまった 

 

そのまま
．．．．

図書館のカウンターまで 

お持ちください。 

セロハンテープ等は傷みの原因となります。 

図書館の資料は全て市民の財産です。 

みんなで大切に読みましょう。 

第 69号販売 1冊 1,000円 

図書館(小松･南部)：2月 4日(木)～ 

市 内 取 扱 書 店：2月 9日(火)～ 
バックナンバーは、小松市立図書館にて販売･ 

貸出しています。 

 

自分より大きなシロクマを相手にして一生懸命イスを取り返そ

うとしているネズミが可愛らしいです。結局イスを取り返せなかった

ネズミの取った行動は子どもらしい感覚でお気に入りです。 

【内容】 

ネズミのｲｽにシロクマが座ってる｡ネズミはｲｽを取り返そうと､にらみつけた

り､梨で釣ったりと色々してみるけれど､何をしてもシロクマは知らんぷり｡ネズ

ミはもう我慢できなくて…｡ 

ロス コリンズ∥作・絵 

いしい ひろし∥訳  技術評論社 
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■ 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 

谷崎潤一郎を知っていますか 阿刀田 高 新潮社 十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ 小学館

日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸 筑摩書房 るん<笑> 酉島 伝法 集英社

柄谷行人発言集 対話篇 柄谷 行人 読書人 テロリストの家 中山 七里 双葉社

書く、読む、生きる 古井 由吉 草思社 少年と犬 馳 星周 文藝春秋

美麗島プリズム紀行 乃南 アサ 集英社 孤島の来訪者 方丈 貴恵 東京創元社

本当の豊かさ ジャン　ジオノ 彩流社 もう、聞こえない 誉田 哲也 幻冬舎

星に帰れよ 新 胡桃 河出書房新社 きたきた捕物帖 宮部 みゆき PHP研究所

ひとり旅日和② 秋川 滝美 KADOKAWA 沙漠と青のアルゴリズム 森 晶麿 講談社

サンクチュアリ 岩城 けい 筑摩書房 新宿特別区警察署Lの捜査官 吉川 英梨 KADOKAWA

半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸 潤 講談社 1984年に生まれて 郝 景芳 中央公論新社

今夜 小野寺 史宜 新潮社 きみと息をするたびに ニコラス　スパークス アチーブメント出版

傍聴者 折原 一 文藝春秋 銀河英雄伝説列伝① 田中 芳樹 東京創元社

悪魔を殺した男 神永 学 講談社 壊れる心 堂場　瞬一 講談社

お龍のいない夜 風野 真知雄 小学館 緑の髪のパオリーノ ジャンニ　ロダーリ 講談社

チンギス紀⑨ 北方 謙三 集英社 大人だって読みたい!少女小説ガイド 嵯峨 景子 時事通信出版局

2020年の恋人たち 島本 理生 中央公論新社 羅城門に啼く 松下 隆一 新潮社

Seven Stories 糸井 重里 文藝春秋 きよのお江戸料理日記 秋川 滝美 アルファポリス

絵本専門士アナウンサーが教える心

をはぐくむ読み聞かせ
杉上 佐智枝 小学館クリエイティブ

10年後の子どもに必要な「見えない

学力」の育て方
木村 泰子 青春出版社

飽きる勇気 大草 直子 講談社 世界一わかりやすいイカとタコの図鑑 ロジャー　ハンロン 化学同人

旅する神々 神崎 宣武 KADOKAWA こどもホスピスの奇跡 石井 光太 新潮社

日本古代国家と天皇の起源 林 順治 彩流社 全集伝え継ぐ日本の家庭料理④⑤⑦⑫⑭ 日本調理科学会 農山漁村文化協会

アイアンハート 折口 雅博 昭文社 あおり運転 菰田 潔 彩流社

地政学見るだけノート 神野 正史 宝島社 光琳百図 下 尾形 光琳 土曜社

最新医療保険・年金・介護保険のしくみ 森島 大吾 三修社 世界のスノードーム図鑑 カルロス矢吹 産業編集センター

賢い老人ホームの選び方 文藝春秋 なぜ、読解力が必要なのか? 池上 彰 講談社

学校なぞなぞ④～⑥ ながた みかこ 汐文社 オレ、ねたくないからねない デヴ　ペティ マイクロマガジン社

「死にたい」「消えたい」と思ったことがあ

るあなたへ
河出書房新社 河出書房新社 くらやみきんしの国 エミリー ハワース=ブース あかね書房

分解する図鑑 森下 信 小学館 こうさぎたちのクリスマス エイドリアン　アダムズ 徳間書店

もしもトイレがなかったら 加藤 篤 少年写真新聞社 十二支のお雑煮 川端 誠 BL出版

世界の自動車大図鑑 スタジオタッククリエイティブ どうしてなくの? フラン　ピンタデーラ 偕成社

ジャンプして、雪をつかめ! おおぎやなぎ ちか 新日本出版社 なにかがいる 佐藤 雅彦 福音館書店

妖怪の子預かります⑧ 廣嶋 玲子 東京創元社 はしのうえのおおかみ 奈街 三郎 鈴木出版

しゅくだいなかなおり 福田 岩緒 PHP研究所 はじまりは、まっしろな紙 キョウ　マクレア フレーベル館

防災室の日曜日 村上 しいこ 講談社 ひきだしマンションとおてがみちゃん ひらぎ みつえ ほるぷ出版

文学

実用書・その他

児童・えほん
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2020 年 12 月 26 日(土)から始まった本の福袋。気になる中身を２月号・３月号に分けてご紹介します。気になるテーマがあれ

ば、ぜひ参考にして手にとってみてください。 

テーマ 資料名 著者 テーマ 資料名 著者

死ぬまでに絶対行きたい世界一周食の旅 西川　治 集団左遷 江波戸　哲夫 

死ぬまでに見たい！絶景のシロクマ ＡＩ崩壊 浜口 倫太郎

世界でもっとも美しい装飾写本 田中　久美子 探偵が早すぎる上 井上 真偽

世界でもっとも美しい量子物理の物語 Ｐ．クリース 探偵が早すぎる下 井上 真偽

あなたがいてくれたから
コビ ヤマダ ナタリー ラッセル

∥絵　高橋 久美子∥訳
チームバチスタ上 海堂  尊

「いる」じゃん
くどう なおこ

松本 大洋∥絵
チームバチスタ下 海堂  尊

心温まるカフェではたらくフクロウたち 中川　波佳 まんぷく 上 福田　靖 

世界のホットドリンクレシピ 誠文堂新光社 まんぷく 下 福田　靖 

美しい科学の世界 伊知地　国夫 友罪 薬丸　岳 

日常の「？」をぜんぶ科学で解き明かす本 川村　康文 ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延 

いしかわのおかず  服部 一景 くじけないで 柴田　トヨ 

石川の地酒はうまい。 まく子 西　加奈子 

知識ゼロからの東京オリンピック観戦入門 生島 淳 困ったときのおへやあそび 近藤　理恵

オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研 子育てママ&パパの頼れる絵本１９３ 遠藤　裕実

1日のおわりにもふもふタイム 松原 卓二 私　定時で帰ります。 朱野　帰子

北の国のシマリス 矢部　志朗 君の膵臓を食べたい。 住野　よる

予測学 大平 徹 あそぼう！おりがみ

全予測2020年代の日本 河合 雅司 折り紙雑貨 金杉　登喜子

「今、ここ」に意識を集中する練習 チョーズン　ベイズ  しなやかに心をつよくする音楽家の２７の方法 伊東  乾

東大ドクターが教える集中術 森田　敏宏 人生おたすけ処方本 三宅　香帆

ファーストラヴ 島本　理生 カレンダーおもしろ活用術
日本能率協会マネジメ

ントセンター

燃えよ剣 司馬 遼太郎 文房具の解剖図鑑 ヨシムラ　マリ

内なる町から来た話 ショーン　タン あの場所の意外な起源 トラビス・エルボラフ

春の旅人 村山　早紀 世界の美しくてミステリアスな場所

さよなら僕らのスツールハウス 岡崎　琢磨 老いたら、笑顔 斎藤　茂太

エアコン1台で心地よい家をつくる方法 岡田 八十彦 70歳からの女の輝き、男の品格 坂東真理子・佐々木常夫

大相撲の不思議 内館　牧子 
東大の先生！文系の私に超わかりやすく数

学を教えてください！
西成　活裕

ぼくせん 木村　忠啓 世界の仕組みを物理学で知る 松原　隆彦

すべての、白いものたちの ハン　ガン もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら 福島　槙子

白い犬 梅　佳代 文豪と暮らし 開発社

遅咲きも晩婚もＨａｐｐｙに変えて ＬｉＬｉＣｏ 世界の服飾文様図鑑 文化学園服飾博物館

世界でいちばん幸せな、オランダの子供部屋 ユイ　キヨミ 手ぬぐいスタイルブック 君野　倫子

ツカむ！話術 パトリック　ハーラン 億男 川村元気

話しベタさんでも伝わるプレゼン 清水　久三子 12歳の少女が見つけたお金のしくみ  泉 美智子

岡本太郎 筑摩書房編集部 強運の持ち主 瀬尾　まいこ

天才の考え方 加藤 一二三 祝祭と予感 恩田　陸

メゾン刻の湯 小野美由紀 たたら製鉄と日本刀の科学 鈴木 卓夫

銭湯図解 塩谷歩波 刀剣探訪

かわいい美術に会いに行こう 最高の入浴法 早坂　信哉

デザインあ解散！ 岡崎　智弘 あたたかな水の出るところ 木地　雅映子

いきもの人生相談室　 小林百合子 海の見える街 畑野　智美

ぷちもふ。 もふ。研究会 おさがしの本は 門井　慶喜

日本全国ご当地スーパー掘り出しの逸品 菅原　佳己 「いい加減」で生きられれば… 曽野　綾子

お雑煮マニアックス 粕谷　浩子 本日「いいかげん」日和 ひろ　さちや

47都道府県の純喫茶 愛すべき110軒の

記録と記憶
山之内 遼 日本全国まるごとおとりよせ便 たかはし　みき

コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和 おうちは遊びのワンダーランド 木村　研

ふしぎな世界

2021年映画化さ

れる小説

全集中！

実写化された小説

ドラマ化された探偵

ミステリー

ホッと一息

ご当地もの

動物

もう一度読みたい

本

おうちあそび&絵本

選び

実写化された本　心

に染み込むヒューマン

ドラマ

実写化された本　結

果を知っても2度楽し

めるミステリー

ＴＶ化された小説

老いたら・・・

世界の意外・ミステ

リアスな場所

予定を組むならこん

な風に

心に栄養

親子で折り紙

もう一度読みたくな

る本 映画化された

本

お金

彩

こだわりの

文系のあなたに

おうちじかんを楽し

む

「いい加減」の本

図書館が舞台の小

説

読むお風呂

武士の魂

実写化された小説

警察ミステリー
死ぬまでに〇〇

ほっこり

心にしみる大人の

絵本

世界でもっとも美し

い

未来を予測する

いやされたい…

オリンピックの本

石川の「おいしい」

身近な不思議

かわいいアート

銭湯

天才とは

伝える

ハッピー！！

ホワイト

どすこい

ハウス
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テーマ 資料名 書いた人 テーマ 資料名 書いた人

ハートウッドホテル ケイリー　ジョージ ふわふわパン作り おおで　ゆかこ

魔法使いマーリンの犬 エリック　カーン　ゲイル すがたをかえるたべものしゃしんえほん 宮崎　祥子

ゆきがたくさんつもったら ルク・デュポン パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ

ゆきがふったら レベッカ・ボンド もりのおふろ 西村　敏雄

ししにゃいとおしょうがつ 沢野　秋文 おもち！ 石津　ちひろ

しょうがつがくると 川崎　洋 おもちのきもち かがくい　ひろし

お正月さんありがとう 内田　麟太郎 あおいの世界 花里 真希

おしょうがつセブン もとした　いづみ 青いあいつがやってきた!? 松井 ラフ

おしょうがつ 松野　正子 うめじいのたんじょうび かがくい　ひろし

おしょうがっさんどんどこどん 長野　ヒデ子 かえるをのんだととさん 日野　十成

おせちいっかのおしょうがっ わたなべ　あや ゆきのかたち 高橋　健司

おばあちゃんのおせち 野村　たかあき 雪と氷 片平　孝

サンカクさん マック　バーネット アドリブ 佐藤　まどか

ちがうねん ジョン　クラッセン  なりたて中学生 ひこ　田中

チビねずくんのながーいよる ダイアナ　ヘンドリー  富士山にのぼる 石川 直樹 

ちび竜 工藤 直子 富士山うたごよみ 俵　万智

くろいの 田中　清代 知れば知るほどお相撲ことば 『おすもうさん』編集部

まっくろいたちのレストラン 島本 理生 ぞうきばやしのすもうたいかい 広野　多珂子 

みどりのほし 林 木林 メリーメリーのびっくりプレゼント ジョーン　Ｇ．ロビンソン 

みどりのトカゲとあかいながしかく スティーブ　アントニー プレゼント ボブ　ギル 

おんぶおばけ 松谷 みよ子 ももいろのきりん 中川 李枝子

おばけばたけのおふろやさん とよた　かずひこ ピンクになっちゃった！ リン　リカーズ 

もくもくやかん かがくい　ひろし しあわせの牛乳 佐藤　慧 

もくもくをつかまえ ミカエル　エスコフィエ お父さん、牛になる 晴居彗星 

僕ひつじじゃなくてぶたなんだ ピム・ラマース しろくまのペーター にしかわ おさむ

もりねこ くさかみなこ しろいやさしいぞうのはなし かこ　さとし 

ふゆめがっしょうだん 富成　忠夫 保健室経由、かねやま本館。 松素 めぐり 

ばばばあちゃんのおもちつき さとう　きわこ 魔女と花火と100万円 望月 雪絵

おしょうがつ　おめでとうはじまりの日！ ますだ　ゆうこ 消えた少年のひみつ ヒルスタッド　バトラー  

おしょうがつのかみさま おくはら　ゆめ 名探偵カッレ　城跡の謎 アストリッド　リンドグレーン 

牛になった寝太郎 ホン　ソン 神々の午睡（うたたね） あさの　あつこ 

ウシバス スズキ　コージ かぐや姫のおとうと 広瀬　寿子 

はつゆめちょうじゃ こわせ　たまみ 美術ってなあに？ ホッジ 

はつゆめはひみつ 谷　真介 クレイジーが世界を変えた!!天才科学者149人列伝 ダン　グリーン

十二支のはじまり 荒井　良二 ホタルの光は、なぞだらけ 大場　裕一 

じゅうにしものがたり 瀬川　康男 ふしぎなカビ 竹内　早希子 

おふろやさんのまねきねこ とよた　かずひこ 元ＪＡＸＡ研究員も驚いた！ヤバい「宇宙図鑑」 谷岡　憲隆 

にこにこぽかぽか きむらゆういちとゆかいななかまたち 宇宙のれきし
キャサリン バー

スティーブ ウィリアムズ

ティモシーとサラたのしいおうち 芭蕉 みどり せんたくやのブラウニー とりごえ　まり

たのしいふゆごもり 片山 令子 ピカピカヒーローせっけんくん うえたに夫婦

できることおてつだい くすのき　しげのり ビーカーくんと放課後の理科室 うえたに夫婦

こどもお手伝い塾 親子で楽しむ 辰巳　渚 なかよしこぐままんなかに おの　りえん

ちいさなかわいいおべんとうばこ 宮野 聡子 死神の追跡者 クリス　プリーストリー

かわいいおとうさん 山崎　ナオコーラ 七つの封印 カイ　マイヤー

ぼくのパン　わたしの

パン(高学年～)

ぽかぽかおふろ

だいすき　おもち

「あおい」の本

わっはっは

雪のふしぎ

日本児童文学者

協会賞受賞作

富士山

おすもうさん

プレゼント

ピンク

うし

しろい

主人公は中学

生！

名探偵

たのしい

おてつだい

かわいい

なかま

みどり

おばけ（幼児向

け）

ファンタジー世界へ

それは「なぜ？」から

始まった

はっこう

宇宙

きれいがいいね

おしょうがつ（えほ

ん）

ことしのしゅやく！

（えほん）

みんなのはつゆめは

…？（えほん）

じゅうにしのえほん

ぽかぱか

ふゆのえほん

おしょうがつのえほん

（３）

おせちのえほん

おおさかべん（大

阪弁）のえほん

ちび

くろ

おしょうがつのえほん

（２）

おしょうがつのえほん

（１）

もくもく

どうぶつのおはなし

ゆきのえほん

シリーズ本１巻目

～動物のお話～

シリーズ本１巻目

～怖いお話～

残りの福袋の中身は、次号で 

お知らせします。お楽しみに！ 


