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小松・南部 いずれも 

蔵書点検のため休館します 

期 間：10 月 5 日（火）～10 月 12 日（火） 

 

小松 

大空へ GO！ 

＜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。 

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。 

9
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

平日  10～12 時 30 分   13 時～18 時 

土日祝 9 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

『鬼憑き十兵衛』 

大塚 已愛∥著 新潮社 

父の仇を討つ｡それが俺のすべてだ-｡復讐に燃える若武者と､

彼に取り憑いた超絶美形の｢鬼｣｡立ちはだかるは､人外の妖｡

仇を求めて流離う､奇妙な 2 人の道行きや､いかに…｡ 

 

館員の 
イチオシ 

ジブリの世界 

9 月 20 日は空の日です。 

飛行機などの空飛ぶ乗り物や空に関する本を集めます。 

2018 年日本ファンタジーノベル大賞受賞

作品です。 

アクションあり、化け物あり、悪女あり、陰

謀ありのエンターテイメント性抜群のお話で

す。仇討が目的ではありますが、少年が自分の

居場所を見つける物語です。すっきり、さわや

かな後味の小説が読みたい方にお勧めです。 

子ども大人も大好きなジブリの本を紹介します。 

小松市音訳ボランティア「陽だまり会」様が

作成した音訳図書（CD）です。 

音訳図書とは１冊の図書を忠実に音声に

した音で聴く本です。本を読むことが困難な方

におすすめしてみませんか？ 

音訳図書リスト

一覧を掲載し

ています。 

『THE MANZAI』 

あさの あつこ∥著 ジャイブ 

中学２年の秋、転校生の歩は、同級生の秋本に漫才コンビを

結成しようと誘われる。文化祭で「漫才ロミオとジュリエット」を披露す

ることになった２人だが…。歩と秋本の、ちょっと切なくてかなり笑える

青春ストーリー。文庫版は全 6 巻。 

ついつい考えすぎてしまう歩

に共感しつつ、悩みや心配を笑い

に変えてしまう秋本とのかけあ

いが面白いです。シリーズを通し

て成長していく歩や中学生とい

う否が応でも変化していく環境

へと向かい合っていく姿に応援

したくなります。 

。 
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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 

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 

あなたにオススメの 本谷 有希子 講談社 神よ憐れみたまえ 小池 真理子 新潮社

うらんぼんの夜 川瀬 七緒 朝日新聞出版 Voyage 宮内 悠介 講談社

目白鮫 坂岡 真 双葉社 ネメシス⑥ 青崎 有吾 講談社

スパイ教室⑤ 竹町 KADOKAWA 作家と犬 平凡社編集部 平凡社

老いる意味 森村 誠一 中央公論新社 人生「散りぎわ」がおもしろい 下重 暁子 毎日新聞出版

婿どの相逢席 西條 奈加 幻冬舎 京都府警あやかし課の事件簿⑤ 天花寺 さやか PHP研究所

文豪たちの断謝離 豊岡 昭彦 秀和システム 星に祈る あさの あつこ PHP研究所

絵本作家の森のいえ便り accototo 幻冬舎 養老先生のさかさま人間学 養老 孟司
ミチコーポレーション

ぞうさん出版事業部

刺青 谷崎 潤一郎 立東舎 ランチ酒③ 原田 ひ香 祥伝社

姉の島 村田 喜代子 朝日新聞出版 雨夜の星たち 寺地 はるな 徳間書店

緊急事態下の物語 尾崎 世界観 河出書房新社 鴨川食堂ごちそう 柏井 壽 小学館

クヌギ林の妖怪たち 斉藤 洋 講談社 琥珀の夏 辻村 深月 文藝春秋

コンビニたそがれ堂 花時計 村山 早紀 ポプラ社 かすがい食堂 伽古屋 圭市 小学館

大きなさよなら 吉本 ばなな 幻冬舎 ようこそ地獄、奇妙な地獄 星 瑞穂 朝日新聞出版

女は4つの顔で相続する 本郷 尚 白揚社 鬼人幻燈抄⑦ 中西 モトオ 双葉社

夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田 そのこ 新潮社 竜とそばかすの姫 細田 守 KADOKAWA

彼岸花が咲く島 李 琴峰 文藝春秋 Voyage 宮内 悠介 講談社

母 青木 さやか 中央公論新社 生きている化石図鑑 土屋 健 笠倉出版社

発達障害と人間関係 宮尾 益知 講談社 戦争×漫画 水木 しげる 小学館

作家と犬 平凡社編集部 平凡社 PLAY 中村 佑介 飛鳥新社

ハツ江おばあちゃんのおうち

和食100レシピ
高木 ハツ江 NHK出版

どうせ社会は変えられないなんて

だれが言った?
井手 英策 小学館

ハニオ日記①②③ 石田 ゆり子 扶桑社 仕事で折れない心のつくり方 名越 康文 アルファポリス

50歳になりまして 光浦 靖子 文藝春秋 体が生まれ変わる!階段筋トレ 松尾 タカシ ナツメ社

リスク大全 深津 嘉成 インプレス 言いにくいことはっきり言うにゃん Jam 笠間書院

14歳から考えたいレイシズム アリ　ラッタンシ すばる舎 幸せ上手さん習慣 星 ひとみ 小学館

ルビと子ねこのワルツ 野中 柊 理論社 わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきの ゆみこ ひさかたチャイルド

名物かき氷!復活大作戦 草香 恭子 岩崎書店 なんだかたのしそう 古内 ヨシ 本館

ぼくらは森で生まれかわった おおぎやなぎ ちか あかね書房 こねことコート いわた きよみ みらいパブリッシング

闇に光る妖魔 森川 成美 偕成社 絵本はたらく細胞② 清水 茜 講談社

6年1組黒魔女さんが通る!!⑭ 石崎 洋司 講談社 ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた かずひこ アリス館

おふろひえてます とよた かずひこ　 ひさかたチャイルド コップのすいえい 二宮 由紀子 フレーベル館

ちんあなごのちんちんでんしゃ 大塚 健太 講談社 どうぶつせんきょ アンドレ　ホドリゲス ほるぷ出版

ついてくる 小川 育　 教育画劇 すごい虫ずかん ひるの虫とよるの虫 じゅえき太郎 KADOKAWA

カサコソのかくれんぼ ザ　キャビンカンパニー　偕成社 恐竜トリケラトプスとティラノクイーン 黒川 みつひろ　 小峰書店

文学

実用書・その他

児童・えほん


