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■対象図書：青少年読書感想文 

全国コンクール課題図書 

（高等学校の部は除く） 

■貸出対象：小松市内にお住まいの方のみ 

■貸出冊数：おひとりにつき２冊まで 

■貸出期間：１週間（延長不可） 

★宿題お手伝いします！ 
自由研究や工作、読書感想文など 

夏休みの課題に役立つ本をあつめて設置します。 

小松 

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 

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。 

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。 
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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 31

29 30 31

全館休館日 空とこども絵本館 休館日

平 日 １０時～１２時３０分 １３時～1８時   

土 日 祝 ９時～１２時３０分 １３時～１７時 

休館日 毎週月曜日（祝日の場合 火曜日） 

小松 

本を汚してしまった 

ページが破れてしまった 

※通常の貸出ルールと異なります。 

ご自身で補修せず必ずそのままの状態で 

職員にお申し出・ご返却ください。 

図書館の資料は、市民の皆様の貴重な財産です。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

★星空の下で読みたい本 

「星」がキーワードになっている本です。 

いつもと違う星空を感じてみませんか。 

全ての人間の心の中にある恐ろしい夜叉と優しい

神、その恐怖と祝福とを描く短編集。「川釣り」「青い金

魚鉢」「鬼ケ守神社」「スノードロップ」「果ての浜」…。

夜叉神川の上流から下流、そして海へと続く全 5 話を

収録。 

お化け等の人外の怖さと人の心の怖さのでてくる

お話ですが、ただ怖いだけでなく各話読み終わったあ

とに様々な余韻があります。「果ての浜」は戦争につ

いても触れられているので、8 月に読むのにぴったり

なお話だと思います。 

 

「夜叉神川」  安東 みきえ∥著 講談社 
夏
休
み
の
一
冊
に
！ 

★みんなで山へ 

山の楽しみ方を紹介します。 

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 
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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 

 

ヒソップ亭② 秋川 滝美 講談社 インドラネット 桐野 夏生 KADOKAWA

レッドネック 相場 英雄 角川春樹事務所 リボルバー 原田 マハ 幻冬舎

終活の準備はお済みですか? 桂 望実 KADOKAWA キネマの天使 赤川 次郎 講談社

野球が好きすぎて 東川 篤哉 実業之日本社 感染捜査 吉川 英梨 光文社

平安あや解き草紙⑥ 小田 菜摘 集英社 台北プライベートアイ 紀 蔚然 文藝春秋

檸檬先生 珠川 こおり 講談社 スカイツリーの花嫁花婿 青柳 碧人 光文社

キャンプ日和 大町 桂月 河出書房新社 青天を衝け② 大森 美香 NHK出版

キリンが小説を読んだら 読売新聞文化部「本よみうり堂」書肆侃侃房 まだ人を殺していません 小林 由香 幻冬舎

三体③上下 劉 慈欣 早川書房 境内ではお静かに③ 天祢 涼 光文社

ネメシス③④⑤ 周木 律 講談社 月下のサクラ 柚月 裕子 徳間書店

己丑の大火 佐伯 泰英 文藝春秋 三体 劉 慈欣 早川書房

ヒポクラテスの悔恨 中山 七里 祥伝社 探偵はもう、死んでいる。⑤ 二語十 KADOKAWA

人間であることをやめるな 半藤 一利 講談社 婚活食堂⑤ 山口 恵以子 PHP研究所

神さまのいうとおり 谷 瑞恵 幻冬舎 叶うならば殺してほしい 古野 まほろ 講談社

悲しみの夜にカピバラが

教えてくれた大切なこと
瀧森 古都 SBクリエイティブ

異伝淡海乃海

～羽林、乱世を翔る～②
イスラーフィール TOブックス

あるヤクザの生涯 石原 慎太郎 幻冬舎 医学のひよこ 海堂 尊 KADOKAWA

雷神 道尾 秀介 新潮社 これは経費で落ちません!⑦ 青木 祐子 集英社

スタジオジブリ全作品集 講談社 講談社 方向音痴って、なおるんですか? 吉玉 サキ 交通新聞社

まいにちタマゴ タマゴ科学研究会 池田書店 偉い人ほどすぐ逃げる 武田 砂鉄 文藝春秋

3・4・5歳のこどもの「なんで?」

早引き事典Light
主婦の友社 主婦の友社 シェフたちのコロナ禍 井川 直子 文藝春秋

70・80・90歳の“若返り”筋トレ 久野 譜也 NHK出版 パンのトリセツ 池田 浩明 誠文堂新光社

図解わかる税金2021-2022年版 芥川 靖彦 新星出版社 中学校の公民が1冊でしっかりわかる本 蔭山 克秀 かんき出版

絵でわかる日本列島の誕生 堤 之恭 講談社 新型コロナとワクチンのひみつ 近藤 誠 ビジネス社

パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ! 前田 晃平 光文社 本当に頭がいい人の思考習慣100 齋藤 孝 宝島社

ディズニーアニメーション大全集 ディズニーファン編集部 講談社 絵本のお菓子 太田 さちか マイルスタッフ

人体断面図鑑 スティーブン　ビースティー あすなろ書房 おやまでテント ゆーち みえこ アリス館

ざんねんないきもの事典ますます 今泉 忠明 高橋書店 もりの100かいだてのいえ いわい としお 偕成社

あいがあれば名探偵 杉山 亮 偕成社 ちゃわんちゃんです。 とよた かずひこ 童心社

もののつかいかたえじてん 坂本 京子 スタジオタッククリエイティブ 空よ! 内田 麟太郎 アリス館

5分後に絆のラスト エブリスタ 河出書房新社 海のアトリエ 堀川 理万子 偕成社

いきものづくしものづくし③ 大田黒 摩利 福音館書店 言葉屋⑨ 久米 絵美里 朝日学生新聞社

ぞうさんのふうせん 内田 麟太郎 講談社 おしゃべり森のものがたり 小手鞠 るい フレーベル館

地球はえらい 城 雄二 福音館書店 しんぱいせんせい 北川 チハル 佼成出版社

チョウのエデン、えがおのまほうつかい 香川 照之 講談社 あおいろペンギン ペトル　ホラチェック 化学同人

文学

実用書・その他

児童・えほん


