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こだわりの本特集 

 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。 

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。 

DIY を楽しむ 
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＜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。 

空とこども絵本館 休館日 

 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/toshokan/index.html 

全館休館日 

『いもいも ほりほり』 

西村 敏雄∥作 講談社 

秋の季節にぴったりな芋ほりをテーマにしています。３

匹のぶたが芋ほりに奮闘する姿がとてもかわいく、最後の

展開に笑っちゃう絵本です。 

『話し方で損する人得する人』 

 
五百田達成∥作 ディスカヴァー・ 

トゥエンティワン 

良い話し方と悪い話し方をわかりやすく対比して教えてく

れ、話していて相手になんか誤解されているなあという人、

相手とうまく話が続かないという人は読んで損はないので

は。そんな１冊です。 

話し方ひとつで人生は得するし、損もする。どうせなら「得

する話し方」をしたほうがいいと思いませんか？「損する人」と

「得する人」の違いはちょっとしたことです。この本では各項目

で「損」「得」2 つの話し方を紹介しています。 

ビブリオバトル中学生大会 
市内の中学生がおすすめの 1 冊を紹介。 

１番読みたくなった本に投票しよう！ 

日 時：11 月２０日（土）1３時～ 

場 所：サイエンスヒルズ３D スタジオ・わくわくホール 

 

※詳しくは図書館ホームページをご覧ください。 

雑誌リサイクル会のお知らせ 
保管期限切れの雑誌をお譲りします。 

日 時：11 月 13 日（土）・14 日（日） 

10 時～16 時 

場 所：南部図書館 
 いろんなこだわりの本を集めました。 

お家で気軽に楽しめる DIY の本を集めました。 

お は な し 会 

日 時：11月 1３日（土）１０時３０分～ 

場 所：小松市立図書館 視聴覚室 
 

日 時：11月 2８日（日）１０時３０分～ 

場 所：南部図書館 会議室 

 

どちらも定員１０名程度を予定しております。 
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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 

川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬 まる KADOKAWA 男ふたり夜ふかしごはん 椹野 道流 プランタン出版

追憶の烏 阿部 智里 文藝春秋 自転しながら公転する 山本 文緒 新潮社

みとりねこ 有川 ひろ 講談社 オーラの発表会 綿矢 りさ 集英社

淡海乃海 水面が揺れる時⑪ イスラーフィール TOブックス 武漢病毒(ウイルス)襲来 廖 亦武 文藝春秋

熱風団地 大沢 在昌 KADOKAWA 影踏亭の怪談 大島 清昭 東京創元社

代理母、はじめました 垣谷 美雨 中央公論新社 三十の反撃 ソン ウォンピョン 祥伝社

邪教の子 澤村 伊智 文藝春秋 TOKYO REDUX デイヴィッド　ピース 文藝春秋

帆神 玉岡 かおる 新潮社 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子 小学館

機龍警察白骨街道 月村 了衛 早川書房 今日でなくてもいい 佐野 洋子 河出書房新社

青天を衝け③ 大森 美香 NHK出版 歴史探偵昭和の教え 半藤 一利 文藝春秋

聖刻 堂場 瞬一 講談社 諦めの価値 森 博嗣 朝日新聞出版

教場X 長岡 弘樹 小学館 花嫁化鳥 寺山 修司 KADOKAWA

嗤う淑女二人 中山 七里 実業之日本社 文豪と感染症 永江 朗 朝日新聞出版

逆玉に明日はない 楡 周平 光文社 万葉集に出会う 大谷 雅夫 岩波書店

死物語 上下 西尾 維新 講談社 表札 石垣 りん 童話屋

ヤスの本懐 原 宏一 双葉社 詩集『抒情小曲集』より 室生 犀星 立東舎

透明な螺旋 東野 圭吾 文藝春秋 向田邦子シナリオ集 向田 邦子 筑摩書房

月に3冊、読んでみる? 酒井 順子 東京新聞 新型コロナワクチン本当の「真実」 宮坂 昌之 講談社

吉本隆明全集㉖ 吉本 隆明 晶文社 レトロかわいいかぎ針編みのエコたわし 日本ヴォーグ社

やっと本当の自分で生きられる 浅見 帆帆子 幻冬舎 発酵暮らし 山田 奈美 家の光協会

今日がもっと楽しくなる行動最適化大全 樺沢 紫苑 KADOKAWA 男も育休って、あり? 羽田 共一 雷鳥社

逆説の日本史㉖ 井沢 元彦 小学館 フードコーディネーターの仕事 久保木 薫 中央経済社

消費ミニマリズムの倫理と

脱資本主義の精神
橋本 努 筑摩書房 いまこそ知りたいDX戦略 石角 友愛

ディスカヴァー・

トゥエンティワン

ムスコ物語 ヤマザキ マリ 幻冬舎 考えて、考えて、考える 丹羽 宇一郎 講談社

差別はたいてい悪意のない人がする キム ジヘ 大月書店 読めますか?小学校で習った漢字 守 誠 扶桑社

6さいからつかえるパソコン たにぐち まこと 技術評論社 カイとティム影の国のぼうけん 石井 睦美 アリス館

キラリモンスター 小川 凛一 大和書房 としょかんはどこへ? ジョシュ　ファンク イマジネイション・プラス

世界を舞台に輝く

100人の女の子の物語
エレナ　ファヴィッリ 河出書房新社 どうぶつたちのあきのおたのしみって?

アン　ウィットフォード

ポール
岩崎書店

絵で見てわかる

核兵器禁止条約ってなんだろう?
川崎 哲 旬報社

東京2020オリンピック・パラリンピック

公式ガイドブック
KADOKAWA

世界一やさしい依存症入門 松本 俊彦 河出書房新社 ぼくらのスクープ 赤羽 じゅんこ 講談社

ドラえもん科学ワールド

未来をつくる生き物と技術
藤子　F　不二雄 小学館

クワガタのラファエル、

あばれんぼうのひみつ
香川 照之 講談社

きのこのこのこふしぎのこ ひさかたチャイルド ひみつのおばけ一家② 石崎 洋司 岩崎書店

いきものづくしものづくし⑥ なかの 真実 福音館書店 ライブラリー・ツインズ 日野 祐希 アリス館

おつきさまのパンケーキ 真珠 まりこ ほるぷ出版 きけんなゲーム マロリー　ブラックマン 文研出版

文学

実用書・その他

児童・えほん


