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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 

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。 

 年末年始の休館 

12 月 30 日（木）～1 月 3 日（月） 

休館中の本の返却は、ブックポストに入れて下さい。 

【小松】 西口玄関側 職員専用ドアの横 

【南部】 正面玄関の横 
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全館休館日 空とこども絵本館 休館日 

 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。 

＜ご協力ください＞ 

 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。 

メリークリスマス！ 

おはなしの扉＆カラーモールで 

ミニクリスマスツリーを作ろう！ 

日時：12月 11日（土）10時 30分～ 

定員：10人程度（当日先着順） 

参加費：無料 

 

クリスマスのお話と工作 

日時：12月 12日（日）10時 30分～ 

おはなしの扉 

日時：12月 26日（日）10時 30分～ 

定員：いずれも 10人程度（当日先着順） 

参加費：いずれも無料 

お は な し 会 

毎月恒例 
  申込不要 

◆クリスマス 

クリスマスの時期にぴったりの本を集めます 

◆新しい年を迎えるために 

新年を迎える準備に役立つ掃除やおせち関係の 

本を集めます。 

 『ゴミ清掃員の日常』  

滝沢 秀一 原作・構成 

滝沢 友紀 まんが／ 講談社 

 売れない芸人マシンガンズの滝沢さんは家族を養うためにゴミ清掃委員に。滝沢さ

んの経験をもとに、何気ない暮らしの中に見つけた面白くてためになるゴミ知識と日

常の大切さが詰まったお話です。まったくの素人の滝沢さんの奥さんがマンガにし、ユ

ーモアたっぷりに描かれています。 

 

ゴミに関する知識が豊富になり、とてもためになりました。内容はもちろん、素人とは思えな

いほど上手な奥さんのマンガにとても癒され、あっという間に読み終えました。2 作目の「ゴミ

清掃員の日常・ミライ編」も清掃員からみたゴミの出し方のノウハウがぎっしりつまっており、と

ても良かったです。年末の大掃除の前に読んでみてはいかがでしょうか。 

 
職員の 

一押し 
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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 

ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎 朝日新聞出版 京都伏見のあやかし甘味帖⑦ 柏 てん　 宝島社

輝山 澤田 瞳子 徳間書店 わが家は祇園(まち)の拝み屋さん⑭ 望月 麻衣 KADOKAWA

僕の種がない 鈴木 おさむ 幻冬舎 ヨルガオ殺人事件 上下 アンソニー　ホロヴィッツ　東京創元社

トリカゴ 辻堂 ゆめ 東京創元社 木曜殺人クラブ リチャード　オスマン　早川書房

邯鄲の島遙かなり 中 貫井 徳郎 新潮社 ウォーターダンサー タナハシ　コーツ　 新潮社

居酒屋「一服亭」の四季 東川 篤哉 講談社 ぼくのがっかりした話 セルジョ　トーファノ　英明企画編集

これはただの夏 燃え殻　 新潮社 清少納言を求めて、フィンランドから京都へミア　カンキマキ　 草思社

子供は怖い夢を見る 宇佐美 まこと　 KADOKAWA 作家と酒 平凡社編集部 平凡社

山のふもとのブレイクタイム 高森 美由紀　 中央公論新社 AI支配でヒトは死ぬ。 養老 孟司　 ビジネス社

砂に埋もれる犬 桐野 夏生　 朝日新聞出版 杉浦日向子ベスト・エッセイ 杉浦 日向子　 筑摩書房

ブルースRed 桜木 紫乃　 文藝春秋 あのころなにしてた? 綿矢 りさ　 新潮社

コロナ狂騒録 海堂 尊　 宝島社 常識のない喫茶店 僕のマリ　 柏書房

のっとり藤兵衛 鳥羽 亮 双葉社 定形外郵便 堀江 敏幸　 新潮社

高校事変⑪ 松岡 圭祐 KADOKAWA 謁見 上田 秀人 KADOKAWA

スパイ教室⑥ 竹町　 KADOKAWA 虚空へ 谷川 俊太郎　 新潮社

村上春樹をめぐるメモらんだむ

2019-2021
大井 浩一　 毎日新聞出版 シルバー川柳⑪

全国有料

老人ホーム協会
ポプラ社

平安あや解き草紙⑦ 小田 菜摘　 集英社 暴力論 高原 到　 講談社

100万回死んだねこ 福井県立図書館 講談社 認知症の私から見える社会 丹野 智文 講談社

絶滅事典 造事務所 カンゼン 科学的に正しい上機嫌の習慣 堀田 秀吾　

心の免疫力 加藤 諦三　 PHP研究所 hibi hibi自分がよろこぶ暮らしかた asako　 大和書房

テレフォン人生相談 加藤 諦三　 ニッポン放送 いまさら聞けない箸の持ち方レッスン 中原 麻衣子　 主婦の友社

流れが見えてくる世界史図鑑 かみゆ歴史編集部 ナツメ社 本当に小さな庭づくり 高山 徹也　 日本文芸社

図説江戸の旅名所図会の世界 深光 富士男　 河出書房新社 世界でいちばん美しい皿の図鑑 シャックス　リーグラー 原書房

会って、話すこと。 田中 泰延　 ダイヤモンド社 焚き火の作法 寒川 一 学研プラス

ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー②
ブレイディみかこ　 新潮社 図解でわかる14歳からのLGBTQ+ 社会応援ネットワーク 太田出版

なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの? 石川 幹人 朝日新聞出版 天の台所 落合 由佳 講談社

ドラえもん探究ワールド

食料とおいしさの未来
藤子　F　不二雄 小学館

ラストで君は「まさか!」と言う

神さまのいたずら
PHP研究所 PHP研究所

きみの体は何者か 伊藤 亜紗 筑摩書房 ホオズキくんのオバケ事件簿④ 富安 陽子 ポプラ社

すぐにできる手品 ナポレオンズ 日東書院本社 エヴィーのひみつと消えた動物たち マット　ヘイグ ほるぷ出版

未来のきみを変える読書術 苫野 一徳 筑摩書房 道化者 トーマス　マン 理論社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂⑯ 廣嶋 玲子 偕成社 かわいいきいろのクジラちゃん かこ さとし 復刊ドットコム

おさるのゆめ いとう ひろし 講談社 きょうはだめでもあしたはきっと ルチア　スクデーリ 山烋

夜カフェ⑨⑩ 倉橋 燿子 講談社 ともだちのいろ きくち ちき 小峰書店

5分後に意外な結末Q 桃戸 ハル 学研プラス ドングリのあなどうしてあいたの? 箕輪 義隆 文一総合出版

文学

実用書・その他

児童・えほん


