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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。 

今どきのあこがれの仕事 

どんな仕事があるのかな？ 

桜の季節 

外にでられなくても、お家でお花見気分を

味わえる本を集めました。 

 

junaida   福音館書店 

わたしの、お気に入りのコートの、ポケットの中のお城の…。「の」で

つながる美しい絵本。 

junaida さんの活動拠点である「Hedgehog  

Books and Gallery」は 10 周年を迎えました。 

【内容】 
わたしの、お気に入りのコートの、ポケットの中のお城の、いちばん上の、ながめのよい部屋の、

王さまのベッドの…。ことばとことばのすきまに、こっそりといる「の」。このふしぎな「の」の力で、ことば

とことばが思いがけない出会いをしたとき、見たことも聞いたこともない物語がはじまります。 

小松 

小松 南部 

全館休館日 空とこども絵本館 休館日

河合 莞爾   祥伝社 

 

日々、身近になりつつあるロボットやＡＩ。まだ来ていないが、いずれ来

るかもしれない世界のお話です。〈ジャンヌ〉を中心にあらわになる登場人 

   物たちの人間性。人間とは何かを考えさせられるお話でした。 

個人的にはエピローグにぞっとしました。 

【内容】 
絶対に人を殺せないはずの家事用人間型ロボット

〈ジャンヌ〉が､主人を殺害した｡彼女に対峙した刑事

が､衝撃の事件の先に見たものとは…｡ＳＦ×ミステリの

ハイブリット・エンターテインメント。 

マイナンバーカードで貸出が 

できます 

3 月から貸出カードがなくても、マ

イナンバーカードで図書等の貸出が

可能になります。貸出カードを持っ

ていない人も、お気軽にご利用くだ

さい。 

【対象施設】 図書館、南部図書

館、空とこども絵本館 

【対象者】 市民、小松市に通勤・

通学している人、近隣市町（加賀

市、能美市、白山市、川北町）

在住の人 

いのちと心をまもる 

3 月は、自殺対策強化月間で

す。「自殺対策」に関する本を集め

ます。 
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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 

このミステリーがすごい!
『このミステリーがすご

い!』編集部
宝島社 阿修羅草紙 武内 涼 新潮社

文豪のぼやき 山口 謠司 秀和システム 境界線 中山 七里 NHK出版

万葉樵話 多田 一臣 筑摩書房 さようならアルルカン/白い少女たち 氷室 冴子 集英社

男の業の物語 石原 慎太郎 幻冬舎 じい散歩 藤野 千夜 双葉社

人生起き上がりこぼし 海老名 香葉子 海竜社 神様には負けられない 山本 幸久 新潮社

遺言未満、 椎名 誠 集英社 空芯手帳 八木 詠美 筑摩書房

愛の倫理 瀬戸内 寂聴 青春出版社 とんちき耕書堂青春譜 矢野 隆 新潮社

路上のポルトレ 森 まゆみ 羽鳥書店 ライト・スタッフ 山口 恵以子 潮出版社

わたしたちが光の速さで進めないなら キム チョヨプ 早川書房 彩(いろ)無き世界のノスタルジア 行成 薫 集英社

足利の血脈 秋山 香乃 PHP研究所 眠れる美男 李 昻 文藝春秋

観月 麻生 幾 文藝春秋 十五匹の犬 アンドレ　アレクシス 東宣出版

いとまの雪　上・下 伊集院 静 KADOKAWA ダリウスは今日も生きづらい アディーブ　コラーム 集英社

見えない星に耳を澄ませて 香月 夕花 KADOKAWA 平安あや解き草紙③④⑤ 小田 菜摘 集英社

騙る 黒川 博行 文藝春秋 美しき凶器 東野 圭吾 光文社

彼女のスマホがつながらない 志駕 晃 小学館 へんろ宿 藤原 緋沙子 新潮社

ミッドナイト 柴田 哲孝 双葉社 京都烏丸のいつもの焼き菓子 古池 ねじ KADOKAWA

処方箋のないクリニック 仙川 環 小学館 本好きの下剋上第5部④ 香月 美夜 TOブックス

今すぐ使えるかんたんWindows 10 オンサイト 技術評論社 電柱鳥類学 三上 修 岩波書店

本には読む順番がある 齋藤 孝 クロスメディア・パブリッシング 認知症かもしれない家族のためにできること 千葉 京子 弘文堂

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。続 Jam　 サンクチュアリ出版 いまはまだない仕事にやがてつく君たちへ 三浦 丈典 彰国社

はじめて家を買う人の教科書 三浦 康司 自由国民社 猫町 土井 九郎 かもがわ出版

コンビニは通える引きこもりたち 久世 芽亜里 新潮社 脳がみるみる若返る脳活性おりがみ 新宮 文明 西東社

親も自分もすり減らない!?シングル介護術 さらだ たまこ WAVE出版 かわいくてとっても楽しい!紙のおもちゃ moko 日本ヴォーグ社

小児科医のママが教える大切なウンチの話 工藤 紀子 学事出版 吉永小百合 私の生き方
NHK「プロフェッショナル仕

事の流儀」制作班
講談社

発達障害・知的障害のための

合理的配慮ハンドブック
土橋 圭子 有斐閣

ぜんぶわかる葬儀・法要・相続の

手続きとマナー
市川 愛 成美堂出版

すし屋のすてきな春原さん 戸森 しるこ 講談社
みけねえちゃんにいうてみな
ともだちのひみつ

村上 しいこ 理論社

みんなはアイスをなめている 安田 夏菜 講談社 グレッグのダメ日記 なんとかなるさ ジェフ　キニー ポプラ社

世界のすごい動物伝記 ベン　ラーウィ 講談社 オン・ザ・カム・アップ アンジー　トーマス 岩崎書店

海でギリギリあきらめない生きざま。 鈴木 香里武 KADOKAWA いろいろおかしパーティー おおで ゆかこ アリス館

できるかな?人体おもしろチャレンジ 坂井 建雄 えほんの杜 うりぼうと母さん 矢野 誠人　 大空出版

和食のだしは海のめぐみ 阿部 秀樹　 偕成社 怪物園 junaida 福音館書店

鳥獣戯画と絵巻物 山本 聡美 あかね書房 キス・スキ 越野 民雄 講談社

あやとり大全集 野口 とも 主婦の友社 ふしぎなえ 安野　光雅 福音館書店

しかくいまち 戸森 しるこ 理論社 ルラルさんのつりざお いとう ひろし ポプラ社

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、ぜひ参考にして借りてみてください。 

テーマ 資料名 書いた人 テーマ 資料名 書いた人

ふわふわパン作り おおで　ゆかこ ばすくんのともだち みゆきりか

すがたをかえるたべものしゃしんえほん 宮崎　祥子 でんにゃ 大塚健太 

パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ おなべおなべにえたかな？ こいでやすこ 

もりのおふろ 西村　敏雄 にぎやかなおでん 犬飼　由美恵 

おもち！ 石津　ちひろ 学校なぞなぞ（１） ながたみかこ

おもちのきもち かがくい　ひろし 学校なぞなぞ（２） ながたみかこ

あおいの世界 花里 真希 学校なぞなぞ（３） ながたみかこ

青いあいつがやってきた!? 松井 ラフ 絶対騙されるひっかけ＆10回クイズ 小野寺ぴりり紳

うめじいのたんじょうび かがくい　ひろし かれーのおうさま 山本　裕司

かえるをのんだととさん 日野　十成 くまくまパン 西村　敏雄

ゆきのかたち 高橋　健司 どんぶりん 新井　洋行

雪と氷 片平　孝 おでんのおうさま 山本　裕司

アドリブ 佐藤　まどか ぼくらはなかよしランランラン！ ジェニ・デズモンド

なりたて中学生 ひこ　田中 かわにくまがおっこちた リチャード・Ｔ・モリス

富士山にのぼる 石川 直樹 もりのおふとん 西村　敏雄

富士山うたごよみ 俵　万智 ほくほくおいもまつり すとうあさえ

知れば知るほどお相撲ことば 『おすもうさん』編集部 命はどうしてたいせつなの？ 大野　正人

ぞうきばやしのすもうたいかい 広野　多珂子 生きる 谷川　俊太郎

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 ちびくまのプレゼント キャサリン　アリソン

プレゼント ボブ　ギル パパ、お月さまとって！ エリック＝カール

ももいろのきりん 中川 李枝子 かがみのサーカス わたなべ　ちなつ

ピンクになっちゃった！ リン　リカーズ ランドセルいっしょけんめい とよた　かずひこ

しあわせの牛乳 佐藤　慧 みんな、ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ

お父さん、牛になる 晴居彗星 おとうさんがおとうさんになった日 長野　ヒデ子 

しろくまのペーター にしかわ おさむ 世界一幸せなゴリラ、イバン キヤサリン・アップルゲイト

しろいやさしいぞうのはなし かこ　さとし 森は生きている サムイル　マルシャーク 

保健室経由、かねやま本館。 松素 めぐり 若草物語　上 ルイザ　メイ　オルコット 

魔女と花火と100万円 望月 雪絵 若草物語　下 ルイザ　メイ　オルコット 

消えた少年のひみつ ヒルスタッド　バトラー  ドリトル先生月へ行く ロフティング

名探偵カッレ　城跡の謎 アストリッド　リンドグレーン ドリトル先生月から帰る ロフティング

神々の午睡（うたたね） あさの　あつこ 天地のドラマすごい雷大研究 かこ　さとし

かぐや姫のおとうと 広瀬　寿子 菅原伝授手習鑑 竹田　出雲

美術ってなあに？ ホッジ 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ　ブーレグレーン

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 フローラのにわ クリスティーナ　ディーグマン

ホタルの光は、なぞだらけ 大場　裕一 妖怪アパートの幽雅な日常 １ 香月　日輪 

ふしぎなカビ 竹内　早希子 もののけ屋 〔１〕 広嶋　玲子 

元ＪＡＸＡ研究員も驚いた！ヤバい「宇宙図鑑」 谷岡　憲隆 モノのねだん事典 大澤 裕司

宇宙のれきし
キャサリン バー

スティーブ ウィリアムズ
なんだろうなんだろう ヨシタケ シンスケ 

せんたくやのブラウニー とりごえ　まり みつけてん ジョン　クラッセン 

ピカピカヒーローせっけんくん うえたに夫婦 ぼちぼちいこか マイク＝セイラー
きれいがいいね

宇宙

はっこう

どうぶつ絵本

たべもの絵本

たべもの絵本

なぞなぞ・クイズ

なぞなぞ

感動の絵本

しかけ絵本

しかけ絵本

いのち

どうぶつ絵本

映画になった世界

名作童話(低学年

～)

しろい

かんさいべん

毎日のはてな

妖怪物語

スウェーデンの

雷さま

映画になった世界

名作童話(高学年

～)

映画になった世界

名作童話(高学年

～)

日本児童文学者

協会賞受賞作

雪のふしぎ

わっはっは

「あおい」の本

だいすき　おもち

うし

ピンク

プレゼント

おすもうさん

富士山

それは「なぜ？」から

始まった

ファンタジー世界へ

名探偵

主人公は中学

生！

ぽかぽかおふろ おいしいね

のりもの
ぼくのパン　わたしの

パン(高学年～)
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テーマ 資料名 著者 テーマ 資料名 書いた人

パリジャンが教えるヒゲの教科書 やばいことわざ 小学生～中学生向き 齋藤 孝

ヒロシのソロキャンプ

みんなが知りたい！「ことわざ」がわかる本 イ

ラストでわかりやすく説明します！
国語学習研究

mizutama大好き文房具100 わたしが選

ぶかわいい文房具たち
おしょうがつのかみさま くはら ゆめ

日本懐かし文房具大全 おもちのきもち かがくい　ひろし

エコバッグ・ブック おんせんたまご 中尾　昌稔

ラクしてエコする直裁ちかんたんECOバッグ

型紙不要!まっすぐ切って縫うだけの時短

ソーイング

たまごがあるよ 風木　一人

金沢で食べたい100のもの グルメ旅のスタイルガイド
ようかいしりとり おくはら　ゆめ

金沢・能登　加賀温泉郷 おえかきしりとり 新井　洋行

日本酒の図鑑 全国の日本酒４０２本を紹介！ おめでとうかいぎ 浜田 桂子

世界のおつまみ図鑑 世界のおつまみ全

100種とおつまみをおいしく味わう基礎知識
ランドセルがやってきた 中川　ひろたか

スイート・マイホーム 神津凛子 三年二組、みんなよい子です！ くすのき　しげのり

たてもの怪談 加門七海 どうぶつがっこう トビイ　ルツ

戦国武将の兄弟姉妹たち 橋場 日月 こちら妖怪お悩み相談室 清水　温子

アネモネの姉妹リコリスの兄弟 古内  一絵 旅のお供はしゃれこうべ 泉田　もと

あめつちのうた 朝倉 宏景 ぼくは本を読んでいる。 ひこ　田中

夏の甲子園１００回故郷のヒーロー 週刊朝日編集部 きみが、この本、読んだなら とまどう放課後編 森川 成美他

東京花嫁 島内　浩一郎 ゆめのかなえかた たかい よしかず

娘の結婚 小路　幸也 すきなことのみつけかた たかい　よしかず

ものは言いよう ヨシタケ　シンスケ 十二支のしりとりえほん  高畠　純

欲が出ました ヨシタケ シンスケ 十二支のおやこえほん 高畠　純

Ｄｒ．インクの星空キネマ にしの　あきひろ
つらら みずとさむさとちきゅうのちから

細島　雅代∥写真

伊地知　英信

あのコの夢を見たんです。 山里  亮太
ゆきのかたち

高橋　健司∥監修

片野　隆司∥写真撮影

ガリガリ君ができるまで 岩貞 るみこ みつきの雪 眞島 めいり

日本アイスクロニクル アイスマン福留 いつか蝶になる日まで 小森　香折

あたらしいみかんのむきかた 岡田　好弘 ふとんがふっとんだ おもしろだじゃれえほん 新井　洋行

みかんのひみつ 鈴木　伸一
だじゃれオリンピック

中川　ひろたか

高畠　純∥絵

星に願いを、月に祈りを 中村航

おふろでじゃぶじゃぶ

フィリス　ゲイシャイトー

デイヴィッド　ウォーカー∥

え

星を楽しむ星座の見つけかた
ぽかぽかゆずおふろ

とう　あさえ

あおき　ひろえ∥え

方丈記 水木しげる そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー

試験によくでる「あさきゆめみし」 そして五人がいなくなる はやみねかおる

石川あるある 日本なんでもランキング図鑑

くらべる世界 地図でよくわかる都道府県大百科

’８０ｓ少女漫画ふろくコレクション ゆかしなもん ふしぎなかばんやさん もとしたいづみ

'80sガールズファッションブック 竹村 真奈 ごろうのおみせ 死後くん

まなの本棚 帽子から電話です 長田弘

絶景本棚 そらとぶこくばん ねじめ正一

交通誘導員ヨレヨレ日記 柏耕一 日本のむかしばなし

メーター検針員テゲテゲ日記 川島徹 日本昔ばなしのことば絵本

ツナグ 想い人の心得 辻村深月 迷宮招待！異世界への入り口

阪急電車 有村　浩 日本の都市伝説大事典

このお守りがすごい！ 日本全国開運神社

１１２社完全ガイド

集めてみました開運世界のお守り  世界のお守り研究会

困った時の神頼

み！

映画化された心に

残る小説

めっちゃツラいっ

す・・・

本棚見せて！

８０ｓガールズ必

見！

芸人だって作家で

す

『ヨシタケシンスケ』

の世界

末永くお幸せに♡

ケンミン　ｖｓ.　世

界

マンガで読む古典

夜空を見上げて

冬＝コタツ

＋？？？

冬でも大好き、冷た

いアイツ

自然を感じよう！

白の世界

（低学年向き）

ことしのえとは？(低

学年向き)

おとなになったらなに

になる？(低学年向

き）

ねぇ、この本、読ん

でみたら？(高学年

以上)

汗と涙と感動の場

所で

兄弟姉妹だからこ

そ・・・

スイート・ホー

ム・・・？

家飲み

地元の歩き方

妖怪・都市伝説大

好き！

むかしばなしと豆知

識

そんなコト・・・あ

る？

ふしぎなお店

ニッポンを知ろう

犯人は誰だ!?

寒い日はおふろで

あったまろ(幼児向

き)

親子でだじゃれ初

笑い

（幼児向き）

青春だから　～オン

ナノコ編～(中学生

向き)

お正月えほん(親子

絵本)

こ・と・わ・ざ

(小学生～中学生

向き)

ジュニア冒険小説

大賞受賞作

せんせい(低学年)

もうすぐ小学１年

生

（新一年生へ）

しりとりえほん(絵

本)

たまごえほん(親子

絵本)
ＥＣＯ・ＢＡＧ

やっぱり！文房具

が好き！

男の美学


