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『キルギスの誘拐結婚』  

林  典子∥写真  文 

日経ナショナルジオグラフィック社 

 

 

 

梅雨の季節にぴったりの本を集めてみました。 

お父さんに感謝を伝えたくなる本を紹介します。 

「誘拐結婚」というものが起こっていることに衝撃を受け、またそ

れが許されていることも衝撃で、言葉になりませんでした。 

私たちが何気なく生活を送っているまさに今、世界では悲しんで

いる女性がいるのです。 知ることから始めてみませんか。 

https://www.city.komatsu.lg.jp/kosodate_kyoiku/9709.html 

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。 

 

＜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。 

小松 南部 

6
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

開館時間 10 時～12 時 30 分、13 時～17 時 

全館休館日 空とこども絵本館 休館日

小松 

＜展示期間＞ ６/１（火）～６/３０（水） 

今もｷﾙｷﾞｽで行なわれている｢誘

拐結婚｣｡実際に現場に遭遇した

ﾌｫﾄｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ林典子が､誘拐で結

婚した夫婦や女性たちを取材｡

誘拐されてきたときの様子や､

その後の暮らしぶりを生々しく

写し出す｡ 

雨や湿気が多くなる季節です 
 

雨の日は本が濡れないよう 

袋などをご持参ください 

 

 

次に読む人が気持ちよく使えるよう 

図書館の本は大切に扱いましょう 

 
職員の 

一押し 
(内容) 

(内容) 

『もっとやりすぎいきもの図鑑』 

今泉 忠明∥監修  森松 輝夫∥イラスト 

 

『いつか あなたを わすれても』 

桜木 紫乃∥著 オザワ ミカ∥著 

桜木紫乃さんによる初の絵本です。小説『家

族じまい』に登場する人々のもう一つの物語

となっています。生まれ、育ち、そして子ど

もを生み育み、やがて老いていく、そのすべ

てが”たいせつなじゅんばん”だというこ

とがこの作品に描かれています。やがて訪れ

る別れの気配に、胸がいっぱいになる 1 冊で

す。 

(内容) 

『やりすぎ いきもの図鑑』の第２弾。前作では

ほとんど登場しなかった、深海のいきものや、

変わった形態(へんないきもの系)も登場しま

す。やりすぎるほど進化してしまったいきもの

をかわいいイラストで紹介しています。 
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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 

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 

恩田陸 白の劇場 河出書房新社 魂手形 宮部 みゆき KADOKAWA

クメールの瞳 斉藤 詠一 講談社 Day to Day 相沢沙呼ほか 講談社

京都祇園もも吉庵のあまから帖③ 志賀内 泰弘 PHP研究所 Story for you 柏葉幸子ほか 講談社

用心棒② デイヴィッド　ゴードン 早川書房 祇園会 佐伯 泰英 光文社

淡海乃海 水面が揺れる時 イスラーフィール TOブックス 母恋い 大野 雅子 PHPエディターズ・グループ

正欲 朝井 リョウ 新潮社 ドキュメント 湊 かなえ KADOKAWA

広告の会社、作りました 中村 航 ポプラ社 チンギス紀⑩ 北方 謙三 集英社

きみがいた世界は完璧でした、が 渡辺 優 KADOKAWA 密使 上田 秀人 KADOKAWA

泳ぐ者 青山 文平 新潮社 作家と猫 平凡社編集部 平凡社

物語のものがたり 梨木 香歩 岩波書店 泡 松家 仁之 集英社

どの口が愛を語るんだ 東山 彰良 講談社 優しいおうち 森 久美子 中央公論新社

あしたの官僚 周木 律 新潮社 スパイ教室短編集 竹町 KADOKAWA

なごり雪 新堂 冬樹 KADOKAWA キネマの神様 原田 マハ 文藝春秋

大人の流儀 伊集院 静 講談社 本日も晴天なり 梶 よう子 集英社

片をつける 越智 月子 ポプラ社 命とられるわけじゃない 村山 由佳 ホーム社

京都寺町三条のホームズ⑮⑯ 望月 麻衣 双葉社 木皿食堂 木皿 泉 双葉社

小福ときどき災難 群 ようこ 集英社 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 小学館

どこへ行っても恥をかかない

世界の「常識」図鑑
御手洗 昭治著 総合法令出版

敏感すぎる人のいつものしんどい疲れが

すーっとラクになる本
長沼 睦雄 永岡書店

WHAT IS LIFE? ポール　ナース ダイヤモンド社 作家の手料理 秋山 十三子 平凡社

今だから知りたいワクチンの科学 中西 貴之 技術評論社 おひとりさまの認知症 高瀬 義昌 主婦の友社

草木鳥鳥文様 梨木 香歩 福音館書店 名前のないことば辞典 出口 かずみ 遊泳舎

日めくりだより 高山 なおみ 扶桑社 もっとやりすぎいきもの図鑑 今泉 忠明 宝島社

フクシマ戦記 上下 船橋 洋一 文藝春秋 なんで家族を続けるの? 内田 也哉子 文藝春秋

逆境力 パトリック　ハーラン SBクリエイティブ Numbers Don't Lie バーツラフ　シュミル NHK出版

コロナとバカ ビートたけし 小学館 あの夏の正解 早見 和真 新潮社

迷子の星たちのメリーゴーラウンド 日向 理恵子 小学館 伝統工芸のよさを伝えよう 増田 勝彦 金の星社

野原できみとピクニック 濱野 京子 偕成社 しげちゃんのはつこい 室井 滋 金の星社

十年屋⑤ 廣嶋 玲子 静山社 むしゃむしゃたべたらおいしいぞ みやにし たつや　 鈴木出版

がっこうのおばけずかん 斉藤 洋 講談社 恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川 みつひろ　 小峰書店

ひかる石のおはなし 小手鞠 るい あかね書房 ももんちゃんどこへいくのかな? とよた かずひこ　 童心社

すっぱいのひみつ 赤野 裕文 金の星社 いつかあなたをわすれても 桜木 紫乃 集英社

5分で読書 カドカワ読書タイム KADOKAWA でんしゃとしょかん 深山 さくら 文研出版

忍たま乱太郎　なぞのラブレターの段 尼子　騒兵衛 ポプラ社 オサム 谷川 俊太郎 童話屋

星と星座の動き 藤井 旭 ほるぷ出版
NHK「香川照之の昆虫すごいぜ!」図鑑

Volume1
カマキリ先生 NHK出版
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