
 2021 年 7月号 

 

 

 

    

読書感想文 課題図書の貸出について 

期 間：7 月２１日(水)～８月３１日(火) 

■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） 
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＜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 

 ＜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。 

 

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。 

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 

図書館カレンダー セルフ貸出機使用時の注意点 

小松市立図書館と書かれているバーコードを読み

取りましょう。また、借りる冊数と表示されている冊数

が正しいか確認しましょう。 

※通常の図書貸出ルールと 

異なりますのでご注意ください 

休館日 毎週月曜日（祝日の場合 火曜日） 
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自由研究や工作、読書感想文などの夏休みの課題に 

役立つ本をたくさん展示しています。 

やりたいテーマが決まっている人も、これから探す人も、 

ぜひ参考にしてください！ 

 

期間：７月２１日（水）～８月３1日（火） 

 

『 』地獄のお囃子
は や し

 

廣嶋玲子 作 小峰書店 

『

』 

    神田 知宏 著 ポプラ社 

「魅惑の海へ！」 

７月２２日は海の日です。 

海に関する本を紹介します。 

色あざやかな花火の本を紹介します。 

小松 

子どもたちが夢中になって遊んでいると

知らず知らずのうちに鬼が遊びの仲間には

いっていて・・・。不気味なお囃子が子ども

たちを恐怖の遊びに誘います。「駄菓子屋シ

リーズ」「十年屋シリーズ」の廣嶋玲子さん

が書く、こわいお話の連続短編集です。 
ＰＣやスマートフォンだけでな

くゲーム機やＴＶでも手軽にネ

ットに接続できる今の時代、特

性や対処法を知らないと危険

な目に遭う可能性があります。 

 小学 5～６年生を対象にし

た本ですが、知らないうちに子ど

もがネットトラブルに巻き込まれ

ないよう、情報機器に触れさせ

る前に親が読んでおき、伝えた

い内容だと思いました。 

 

ネット被害に遭わないための予防策や解決法を､

石川県出身の弁護士がわかりやすく解説していま

す。 

 

『 』 

とよた かずひこ 作 絵 鈴木出版 

 

北極に夏が来ました。今年もライオンさんが楽

しいおみやげを持って遊びにやってきます。動物た

ちがワイワイ楽しく遊んでいる様子がかわいいイラ

ストで描かれています。とても癒される１冊です。 

 

昔ながらの遊びや歌をからめたお話となっ

ており、児童書ですが大人が読んでもゾクゾ

クする内容です。短編集で読みやすく、 

シリーズ全４巻四季を通して楽しめます。 

小松 

期間：7 月１日（木）～７月３１日（土） 
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【部門】  一般部門、ジュニア部門（高校生以下） 共通 

小説 １人１編（３０枚以内   ページ付けをする ） 

評論 １人１編（２０枚以内        〃     ） 

随筆・エッセイ １人１編（  ５枚以内        〃     ） 

詩 １人２編以内  

短歌 １人1 0 首以内（ 新・旧かなづかいを明記 ） 

俳句 １人1 0 句以内（ 新・旧かなづかいを明記 ） 

川柳 １人1 0 句以内 

 

【応募資格】 

 小松市に在住、または通勤・通学する人（した人）、小松市で日常的な諸活動をする（した）人 

 

【応募方法】 

 ・１人２部門までとし、未発表の作品であること 

 ・日本語にかぎる 

 ・４００字詰め原稿用紙を使用し（ワープロ／ワード原稿は ２０字×２０行）縦書きとする 

 ・部門名、題名を付け、最後に郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、職業（高校生以下は学校名、学年） 

  を必ず明記すること 

 ・市外在住の方は、小松市との関わりを明記すること 

 ・データでの提出は、下記のメールアドレスに送付すること（USBメモリの持ち込み不可） 

 

【応募締切】 

 令和３年９月３０日（木）（郵送の場合は、当日消印有効） 

 

【送り先・問い合わせ】 

 〒923-0903 小松市丸の内公園町１９番地  

        小松市立図書館内 小松文芸発行委員会事務局  

        TEL 0761-24-5311   メールアドレス：toshokan@city.komatsu.lg.jp 

         

（注） 

 締切日を過ぎた場合および要項に該当しない場合は失格となります。また、審査等により掲載できないことも

あります。なお、改稿及び選考経過についてのお問い合わせには応じられません。原稿は返却いたしません。 

応募要領、前回の 

受賞作品を 

掲載しています。 

mailto:toshokan@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 

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 

沈黙の終わり㊤㊦ 堂場 瞬一 角川春樹事務所 エレジーは流れない 三浦 しをん 双葉社

偶然の家族 落合 恵子 東京新聞 鬼神の叫び 鳥羽 亮 双葉社

メゾン・ド・ポリス⑥ 加藤 実秋 KADOKAWA 三谷幸喜のありふれた生活⑯ 三谷 幸喜 朝日新聞出版

最高のアフタヌーンティーの作り方 古内 一絵 中央公論新社 掟上今日子の鑑札票 西尾 維新 講談社

白鳥とコウモリ 東野 圭吾 幻冬舎 スモールワールズ 一穂 ミチ 講談社

悪魔には悪魔を 大沢 在昌 毎日新聞出版 依存 文縞 絵斗 講談社

わたし、定時で帰ります。③ 朱野 帰子 新潮社 二十面相暁に死す 辻 真先 光文社

ブックキーパー脳男 首藤 瓜於 講談社 めぐりんと私。 大崎 梢 東京創元社

高校事変⑩ 松岡 圭祐 KADOKAWA
櫻子さんの足下には死体が

埋まっている⑰
太田 紫織 KADOKAWA

破天荒 高杉 良 新潮社 対になる人 花村 萬月 集英社

にぎやかな落日 朝倉 かすみ 光文社 曲亭の家 西條 奈加 角川春樹事務所

烏百花 阿部 智里 文藝春秋 百合中毒 井上 荒野 集英社

ネメシス①② 今村 昌弘 講談社 グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 小路 幸也 集英社

とりあえず、本音を申せば 小林 信彦 文藝春秋 小説8050 林 真理子 新潮社

祖国㊤㊦ フェルナンド　アラムブル 河出書房新社 息子のボーイフレンド 秋吉 理香子 U-NEXT

愛は魂の奇蹟的行為である なかにし 礼 毎日新聞出版 本好きの下剋上第5部⑤ 香月 美夜 TOブックス

神様の御用人⑩ 浅葉 なつ KADOKAWA これは経費で落ちません!⑧ 青木 祐子 集英社

金沢圏の建築家と建築
金沢圏の建築と

建築編集委員会
建築メディア研究所 身近な環境・生活のホントがよくわかる本 浦野 紘平 オーム社

ヤマザキマリ対談集 ヤマザキ マリ 集英社 おそとで楽しむ遊びのワンダーランド 木村 研 いかだ社

百名山以外の名山50 深田 久弥 河出書房新社 血管をよみがえらせる食事
コールドウェル

B.エセルスティン　Jr.
ユサブル

読書大全 堀内 勉 日経BP 世界のおすもうさん 和田 靜香 岩波書店

主権者のいない国 白井 聡 講談社 1分で話せ② 伊藤 羊一 SBクリエイティブ

サカタフルーツパーラー 坂田 阿希子 グラフィック社 今だから知るべき!ワクチンの真実 崎谷 博征 秀和システム

令和元年のテロリズム 磯部 涼 新潮社 アーモンドだから、おいしい 下園 昌江 文化学園文化出版局

難しい本をどう読むか 齋藤 孝 草思社 猫がいてくれるから 主婦の友社 主婦の友社

都会(まち)のトム&ソーヤ⑰ はやみね かおる 講談社 ねずみくんのピッピッピクニック なかえ よしを ポプラ社

はりねずみのルーチカ⑩ かんの ゆうこ 講談社 まいごのたまごにいちゃん あきやま ただし 鈴木出版

うさぎタウンのおむすびやさん 小手鞠 るい 講談社 あきらがあけてあげるから ヨシタケ シンスケ　 PHP研究所

ほねほねザウルス㉔ カバヤ食品株式会社 岩崎書店 じべた たにかわ しゅんたろう 橙書店

スガリさんの感想文は絶え間ない

嵐の中④
平田 駒 河出書房新社 ぎゅうぎゅうぎゅう おーなり  由子 講談社

夜明けをつれてくる犬 吉田 桃子 講談社 つくろう!つくろう!おべんとう 若菜 ひとし ひさかたチャイルド

ルルとララのガトーショコラ あんびる やすこ 岩崎書店 10ぴきのおばけとおおきなふね にしかわ おさむ　 ひかりのくに

あおぞらこども食堂はじまります! いとう みく ポプラ社 まよなかのトイレ まるやま あやこ 福音館書店

ふまんばかりのメシュカおばさん キャロル　チャップマン 好学社 あいうえオノマトペ 石上 志保 河出書房新社

文学

実用書・その他

児童・えほん


