
2021 年 5 月号 視点本点 

 

みどり 

新緑を楽しめる本を紹介します。 

渋沢栄一を知ろう  

渋沢栄一はどんな人物だったか 

掘り下げてみよう。 

 

＜藤見の会＞ ５月１日（土） 

芦城公園とその周辺文化施設でいろいろイベント開催しています。 

 
図書館では・・・ 

★移動図書館車「みどり号」を展示 

 ‘みどり‘や‘花‘、‘園芸‘に関する本をご用意しています。 

                   ※雨天時は図書館 

 

 

    

企  画 (テーマ)  展  示 

‘小松商工会議所青年部様‘より、 
児童書｢おかねってなぁに？｣を 

寄贈していただきました。 
貸出していますので、ぜひご覧ください。 

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.komatsulib.ishikawa.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。 

 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。 

小松 南部 

http://www.city.komatsu.lg.jp/toshokan 

小松 

＜ご協力ください＞ 

① 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。 

② 貸出手続きはセルフ貸出機をご利用ください。 

③ 長時間の滞在はご遠慮ください。 
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全館休館日 空とこども絵本館 休館日

開館時間 10 時～12 時 30 分、13 時～17 時 

 
職員の 

一押し 

パスワード登録についてのご案内 

お持ちのスマートフォンやパソコンを使って次のことができます。 

1. 借りたい資料の予約 

2. 予約資料の変更・取消 

3. 利用状況の確認 

4. メールアドレスの登録・変更 

5. パスワードの変更 

6. 借りている図書や雑誌の貸出期間の延長 

（次に予約がない場合に限り 1 回のみ 2 週間の延長可） 

 

登録されたい方は 

カウンターへお越し 

ください。 

カラフルな表紙に、可愛い絵からはとても想像できないくらい悲し

く、切ないお話です。 

ある日、主人公のおっちゃんは山登りに出かけますが、デロデロ

虫という大きな虫に刺されてしまいます。それからおっちゃんの体はど

んどん大きくなっていって・・・。ついには家族とも一緒に住めなくなっ

てしまいます。衝撃のラストです。 

『おっちゃん山』 椎名 誠∥さく  塚本 やすし∥え  

東京 新日本出版社 

 

～中止～ 

新型コロナウイルスの 

感染拡大防止のため、 

５月１日（土）の 

『藤見の会』は中止いたします。 
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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 

ヴィンテージガール 川瀬 七緒 講談社 ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな ポプラ社

気がつけば地獄 岡部 えつ KADOKAWA 鳴かずのカッコウ 手嶋 龍一 小学館

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木 紫乃 KADOKAWA 母影 尾崎 世界観 新潮社

珈琲屋の人々④ 池永 陽 双葉社 連鎖感染 北里 紗月 講談社

居酒屋ぼったくり　おかわり!② 秋川 滝美 アルファポリス 草原のサーカス 彩瀬 まる 新潮社

血も涙もある 山田 詠美 新潮社 麦本三歩の好きなもの第②集 住野 よる 幻冬舎

特等添乗員αの難事件⑥ 松岡 圭祐 KADOKAWA テスカトリポカ 佐藤 究∥著 KADOKAWA

あきない世傳金と銀⑩ 高田 郁 角川春樹事務所 階層樹海 椎名 誠 文藝春秋

ラスプーチンの庭 中山 七里 KADOKAWA 高瀬庄左衛門御留書 砂原 浩太朗 講談社

いわいごと 畠中 恵 文藝春秋 覚悟の登城 佐々木 裕一 KADOKAWA

灰の劇場 恩田 陸 河出書房新社 ぼくの旅のあと先 椎名 誠 KADOKAWA

悪の芽 貫井 徳郎 KADOKAWA クララとお日さま カズオ　イシグロ 早川書房

しつこくわるい食べもの 千早 茜 ホーム社 京都府警あやかし課の事件簿④ 天花寺 さやか PHP研究所

田中家の三十二万石 岩井 三四二 光文社 これで暮らす 群 ようこ KADOKAWA

ヴィクトリアン・ホテル 下村 敦史 実業之日本社 人がつなぐ源氏物語 伊井 春樹 朝日新聞出版

激震 西村 健 講談社 168時間の奇跡 新堂 冬樹 中央公論新社

一周忌 藤井 邦夫 双葉社 うしろむき夕食店 冬森 灯 ポプラ社

スマホ脳
アンデシュ  ハンセン

久山 葉子
新潮社 鳥獣戯画のヒミツ 宮川 禎一 淡交社

世の中と足並みがそろわない ふかわ りょう 新潮社 百田尚樹の新・相対性理論 百田 尚樹 新潮社

帰ってきた日々ごはん⑧ 高山 なおみ KTC中央出版 世界のおやつ 鈴木 文 パイインターナショナル

うらやましい孤独死 森田 洋之 三五館シンシャ キャンプと楽しむ釣り入門 つり人社書籍編集部つり人社

渋沢栄一と同時代を生きたキーパー

ソン100

「渋沢栄一と同時

代を生きたキーパー

ソン100」製作委員

会

東京ニュース通信社
どこへ行っても恥をかかない

世界の「常識」図鑑
御手洗 昭治 総合法令出版

ミニマリスト、41歳で4000万円貯める 森 秋子 KADOKAWA 恐竜大図鑑 小林 快次 ニュートンプレス

私の顔はどうしてこうなのか 溝口 優司 山と溪谷社 今聴くべきすごいラジオ100大研究 日経BP

ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本 主婦の友社 主婦の友社 新しい防災のきほん事典 永田 宏和 朝日新聞出版

地図で見てみよう！日本の鉄道 小賀野  実  ポプラ社 1ねん1くみの女王さま いとう みく 学研プラス

たまごのはなし しおたに まみこ ブロンズ新社 おにぎり! 石津 ちひろ 小峰書店

ドラえもん科学ワールド乗り物と交通 藤子　F　不二雄 小学館 はらすきー あきやま ただし 講談社

プロから学ぶ修理ずかん③ フレーベル館 まだまだまだまだ 五味 太郎 偕成社

モンスター・ホテルでおばけやしき 柏葉 幸子 小峰書店 どうぶつはやくちあいうえお きしだ えりこ のら書店

ドラえもん探究ワールド地理が学べる

世界の家づくり
藤子　F　不二雄 小学館 いないいないばあ（点字資料） 松谷 みよ子 童心社

妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈 ヒロ子 あすなろ書房 パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田 ケイコ KADOKAWA

Mガールズ 濱野 京子 静山社 絵本はたらく細胞 清水 茜 講談社

月と星座大事典 縣 秀彦 あかね書房 カマキリのシャルロットとすずらんでんわ 香川 照之 講談社

文学

実用書・その他

児童・えほん


