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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。 

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。 

＜ご協力ください＞ 

 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。） 

 貸出手続きはセルフ貸出機をご利用ください。 

 長時間の滞在はご遠慮ください。 
移動図書館みどり号巡回日程

小松・南部 いずれも 

蔵書点検のため休館します 
期 間：10 月 5 日（火） 

～10 月 12 日（火） 
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★1 １０/２１(木)犬丸小は１０/２０(水)に変更します。★2 １１/５(金)安宅小は運休します。
★3  １１/１９(金)安宅小は１１/１６(火)に変更します。★4 ３/１７(木)能美小は運休します。

※ 祝日・休館日は運休いたします。また、天候の状況等により臨時で運休することもあります。
※ 冬休み、春休み期間中は、運休いたします。
※ 道路状況により時間が前後することもありますが、予めご了承ください。

秋の読書週間は 10 月 27 日～11 月 9 日です。 

 

 

秋づくし 

読んで楽しむ芸術 

美術や音楽など芸術に関する本を紹介します。 

 

読書週間とは、公益財団法人 読書推進運動協議会が主催の

1947 年（昭和 22 年）から続く読書推進活動です。毎年 10 月27

日から 11 月 9 日までの 2 週間にわたり、読書を推進する行事が集中

して行われます。 

 

秋をテーマにいろいろなジャンルから本を紹介します。 
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空とこども絵本館 休館日 

『失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！』  

大野正人 文響社 

歴史上に残る著名人たちの人間らしい失敗談がコミカルに書かれていま

す。児童書なので、子供に話かける口調で書かれていますが、大人が読ん

でも楽しめ、読む人に勇気を与える１冊です。 

わかっていても出来れば失敗したくない。だからついつい安全な方を

選んだり、失敗したことを受け止めず言い訳をしてしまったり。そんな窮

屈なこの時代に「失敗したっていいや！」と朗らかに思えるこどもが増えた

ら、もっとこの世は楽しくなるのでは。そんなおもいが込められたこの本は

何度も繰り返し読みたくなる大人も励まされる内容です。 

 

とてもお洒落な装丁になっています。イメージ的には中世の洋書のようです。中

のデザインも素敵です。よく知っている生き物から全く名前も知らなかった生き物。

同じ生き物がイラストと写真で表されています。可愛いイラストと美しい写真で癒さ

れながら、「えっ！そうなの！」という驚きのストーリーがあり、とても楽しめる本です。 

『うつくしすぎる世界の動物』  

ベン ホアー∥文 主婦の友社 

あなたをアマゾンの奥地に、深海に、砂漠に連れていく一冊。もっとも大きな

哺乳類クジラから小さな昆虫まで、100 以上の生きものたちの生態に隠された

驚くべきストーリーを、美しい写真とイラストで紹介する。 

 

図書館員の 
イチオシ 

 

全館休館日 

小松市立図書館・南部図書館休館日 



 2021 年 10月 視点本点 

ｖｖ 

 

 

 

 

■ 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 

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 

我が産声を聞きに 白石 一文 講談社 ハレルヤ! 重松 清 新潮社

隠れの子 小路 幸也 集英社 明日は結婚式 小路 幸也 祥伝社

もう一度読みたい日本の古典文学 三宅 晶子 勉誠出版 能面検事の奮迅 中山 七里 光文社

がん消滅の罠② 岩木 一麻 宝島社 原因において自由な物語 五十嵐 律人 講談社

白光 朝井 まかて 文藝春秋 鳥居の向こうは、知らない世界でした。⑤友麻 碧 幻冬舎

噂を売る男 梶 よう子 PHP研究所 金沢古妖具屋くらがり堂③ 峰守 ひろかず ポプラ社

パンダより恋が苦手な私たち 瀬那 和章 講談社 invert 相沢 沙呼 講談社

余命一年、男をかう 吉川 トリコ 講談社 ツタンカーメンの心臓 福士 俊哉 KADOKAWA

朔が満ちる 窪 美澄 朝日新聞出版 Phantom 羽田 圭介 文藝春秋

ロータスコンフィデンシャル 今野 敏 文藝春秋 貝に続く場所にて 石沢 麻依 講談社

オーバーヒート 千葉 雅也 新潮社 チンギス紀⑪ 北方 謙三 集英社

ミラーワールド 椰月 美智子 KADOKAWA もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽 麻子 幻冬舎

屋根裏のチェリー 吉田 篤弘 角川春樹事務所 アヤとあや 渡辺 優 小学館

まぜるな危険 高野 史緒 早川書房 月の淀む処 篠 たまき 実業之日本社

もういちど 畠中 恵 新潮社 二人の噓 一雫ライオン 幻冬舎

一夜の夢 佐伯 泰英 文藝春秋 上流階級③ 高殿 円 小学館

花束は毒 織守 きょうや 文藝春秋 仮面家族 悠木 シュン 双葉社

国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ 女子栄養大学出版部 バンクシー バンクシー 新星出版社

志麻さんの魔法のソースレシピ 志麻 マガジンハウス 勝間式ロジカル不老長寿 勝間 和代 宝島社

名画のドレス 内村 理奈 平凡社 東京マニアック博物館 町田 忍 メイツユニバーサルコンテンツ

世にも奇妙な「世界死」大全 遠海 総一 彩図社 図説旧約聖書の考古学 杉本 智俊 河出書房新社

k.m.p.の、旅したくてぐるぐる。 k.m.p.ブックデザイン 東京書籍 青天を衝け② 大森 美香 NHK出版

おやじキャンプ飯 馬杉 雅喜 KADOKAWA ケアマネジャーはらはら日記 岸山 真理子 三五館シンシャ

うちで作るチャーハンがウマい! 佐藤 樹里 池田書店 MINIATURE LIFE at HOME 田中 達也　 水曜社

瞬読式勉強法 山中 恵美子 ダイヤモンド社 動物たちのしあわせの瞬間(とき) 福田 幸広　 日経ナショナルジオグラフィック社

かいけつゾロリの

ゾワゾワゾクゾクようかいまつり
原 ゆたか ポプラ社

「イミがわからない…」がなくなる!

こども読解力
齋藤 孝 KADOKAWA

たべものびっくり事典 こざき ゆう ポプラ社 うちのねこ 高橋 和枝 アリス館

おまつりのおばけずかん 斉藤 洋 講談社 水族館 ほりかわ あやこ 福音館書店

りぼんちゃん 村上 雅郁 フレーベル館 カラフルなひとりごと 種村 有希子 ほるぷ出版

山火事のサバイバル ポドアルチング 朝日新聞出版 ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック 工藤 ノリコ 白泉社

名探偵コナン推理ファイル

中国・四国地方の謎
青山 剛昌 小学館 ほんとうはびっくりな植物図鑑 石井 英男 SBクリエイティブ

都会(まち)のトム&ソーヤ最強ガイド はやみね かおる 講談社 ドラえもん探究ワールド動物園のなぞ 藤子　F　不二雄 小学館

パンダツアー のはな はるか 白泉社 開廷!こども裁判 山崎 聡一郎 講談社

ムーミン一家の海の冒険 トーベ　ヤンソン 徳間書店 いきものづくしものづくし⑤ 田中 豊美 福音館書店

文学

実用書・その他

児童・えほん


