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＊＊ 第 70 号「小松文芸」受賞者の皆さん ＊＊ 

  一般の部     

【森山啓文学賞】 山勝三（小説） 坂本巴（俳句） 

【小松文藝賞】 浜原和子（随筆）奈倉由紀子（川柳） 

【奨励賞】  

松倉博祥（小説）大勝勝（小説）西川喜代美（小説） 

山勝三（随筆）西出卩予（随筆）山本美保子（短歌） 

吉田倫子（短歌）小田英生（俳句）高見郁雄（俳句） 

早瀬ふみ子（俳句）神田博行（詩）種本真砂美（詩） 

林國夫（川柳） 

  ジュニアの部     

【小松文芸賞】 坂野粋星（俳句） 

【奨励賞】  中嶋和花（短歌）綿崎亜海（短歌） 

竹村友志（俳句）南夏蔦（俳句） 

【佳作】 木戸知歩、神田のあ、與倉菜奈、川端一尊、杉元嶺維、 

横田翔万（以上６名 短歌）中野莉杏、亀田大雅、 

山口優華、𠮷田陽菜、升崎乃愛（以上５名 俳句） 

  表紙絵    石井詩音（市立高校・芸術コース） 

 

第 70 号販売 1 冊 1,000 円 

図書館(小松･南部)：2 月 12 日(土)～ 

   バックナンバーは、小松市立図書館にて販売･貸出しています。 

日 月 火 水 木 金 土
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全館休館日 空とこども絵本館 休館日 

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。 

〇ご来館される際はマスク着用及び手指消毒・手洗いの徹底をお願いします。 

＜ご協力ください＞ 

♦なるべく対面を避けるため、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。 

 

毎月恒例 
  申込不要 

【小松市立図書館】 
 拍子木カチカチなれば 
 楽しいおはなしのはじまり～はじまり 
   小松紙芝居倶楽部による紙芝居 

  日 時：２月 12 日（土）１0 時 30 分～ 

【南部図書館】 
 おはなしのとびら 
   小松おはなしの会の楽しい読み聞かせ 

  日 時：２月 27 日（日）１0 時 30 分～ 

今月のおはなし会 

展示コーナー 

あまい本がいっぱい！ 
   ラブストーリーやスイーツの本を中心にバレンタインに   

   ぴったりな本をご紹介します。 

おうちで節分・ひな祭り！ 
   節分やひな祭りを家族で楽しめるような本を 

   ご紹介します。 

 

in小松 

郷土作家・陣出達朗特集 
   小松市出身の作家・陣出達朗に関する本を 

   ご紹介します。 

【日時】2 月 20 日（日） １３：３０～  【会場】第一地区コミュニティセンター 

【講師】礒井純充氏、山元加津子氏 

講師の対談・講演後、グループで未来型図書館に関するミーティングを行います。個人のアイデアに 

グループでアドバイスなどをを加え、具体化していきます。皆さんでアイデア・想いを共有しましょう！ 

参加費無料・定員５０名 

申込期限２/１３ 

詳細・参加をご希望の方は小松市立図書館までお問合せください。 



2022 年 2 月 視点本点 

 

  

 

本の福袋の中身は…？ 
年明けの 1 月 4 日（火）から始まった毎年恒例の本の福袋。 
職員が選んだとっておきの福袋を皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？ 
福袋の中身を少しだけご紹介します。気になる本があればぜひ手に取ってみてください！ 
 

〈小松大人向け〉 

〈小松こども向け〉 

〈南部大人向け〉 

大人の・・・ 大人だって読みたい!少女小説ガイド 嵯峨 景子、三村 美衣

定年後が１８０度変わる大人の運動 中野 ジェームズ修一

めらめら燃える炎 炎の中の図書館 スーザン オーリアン

焚き火の達人 伊沢 直人

印いろいろ 御朱印案内

風景印ミュージアム 古沢 保

ほどよい運動・ヨガ ずぼらヨガ 自律神経どこでもリセット！ 崎田 ミナ

本当に必要な「ゆるスクワット」と「かかと落とし」 中村 幸男

文豪・作家の○○ 作家の手料理 秋山 十三子ほか

文豪たちの住宅事情 田村 景子

思い出いろいろ 音読でたのしむ思い出の童謡・唱歌 齋藤 孝

思い出のスケッチブック E.H.シェパード

怪談 だから見るなといったのに 九つの奇妙な物語 恩田 陸

新耳袋 現代百物語 第１夜 木原 浩勝、中山 市朗

どんないえ？ ドールハウスはおばけがいっぱい 柏葉 幸子

かいぶつトロルのまほうのおしろ たなか 鮎子

トラ・トラ・トラ とらのことらこ きくち ちき

トラのナガシッポ 富安  陽子

桃いろの ももいろのきりん 中川 李枝子

ピンクになっちゃった！ リン リカーズ

好きって気持ち 「ダンスだいすき!」から生まれた奇跡 なかの かおり

10歳から考える「好き」を強みにする生き方 宝槻 泰伸

みんなとちがっていいんだよ！たっくん さかきばら たえ

ねえ、きいてみて! みんな、それぞれちがうから ソニア ソトマイヨール

舞台観賞のススメ タカラヅカの解剖図鑑 中本 千晶

マンガでわかる歌舞伎 漆沢 その子

やっぱり紙の本がすき！ 本のエンドロール 安藤 祐介

紙つなげ！ 佐々 涼子

大人も絵本を。 赤い蝋燭と人魚 小川 未明

この本をかくして マーガレット・ワイルド

城の少年 菊池 秀行
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朝ドラヒロインのモデルたち チキンラーメンの女房 安藤百福発明記念館

大阪のお母さん 葉山 由季

知って得する㊙テク 誰でもトクする「ポイ活」BOOK 「ポイ活」スタート研究会

節約の達人川崎さちえのポイ活+クーポン+

メルカリスマホでおトク術
川崎 さちえ

猫がいる生活 猫がいなけりゃ息もできない 村山 由佳

スタンド・バイ・ニャー 岩合 光昭

〈南部こども向け〉 

イチゴいちえ りくちゃんのいちごジャム かたくるみ

いちご 荒井 真紀

わらってすごそうお正月 かめまんねん ほんま  わか

開運えほん かんべ あやこ

おしょうがつバス 藤本 ともひこ

ソコが知りたい！ 寿命図鑑 やまぐち かおり

なぜこうなった？あの絶景のひみつ 増田 明代

すごいヤツら 発明図鑑 トレーシー ターナー

世界のすごい動物伝記 ベン・ラーウィル

＼図書館員のオススメ／ 

買いものは投票なんだ ＥＡＲＴＨおじさんが教えてくれたこと 

ほう∥絵、藤原ひろのぶ∥文 三五館シンシャ∥出版、フォレスト出版∥発売 

福袋を借りた方からの声 

♦図書館にこんな福袋…すてきすぎてワクワクしました。時々やってほしいくらいです。 

  自慢の地元の図書館です。ぜひ来年も！                           2０代女性 

♦今まで読んだことのない本がきれいに包まれていて、プレゼントのようでワクワクして楽しめました！ 

                                                    １０歳未満男性 

♦最初は本の中身も読まない福袋なんて…と思いましたが、テーマから選ぶというのは短時間で 

  読みたい本が手に取ることができるし、はずれがなくていいアイデアだと思いました。 

  とても幸せな気持ちで、すてきな年の始めになりました。                   ５０代女性 

今からこの星で君たちが起こしている問題を伝えていくよ-｡子どもたちの未来を少しだけよくするために､今すぐできること

を､EARTおじさんがナビゲート｡買いものを通して社会を変えることを提案するイラストブック｡ 

社会問題を考える時に向いている本です。可愛いイラストですが、身近なことを挙げ、分かりやすく説

明していて、とても考えさせらる本です。一方、関西弁のＥＡＲＴＨおじさんがいい味出してます（笑） 

イラストで読む印象派の画家たち 

 

杉全美帆子∥著、河出書房新社∥出版 

｢印象派とは何だったのか｣がわかる本｡印象派を取りまく時代背景､印象派のたどった道のりを解説し､画家たちの人生

を豊富なエピソードと共に紹介する｡画家たちの作品と､ユーモラスなイラストが満載｡ 

ちょっと芸術に触れてみようかな？という人や印象派について知りたいけど難しい本は・・・という人におスス

メです！特にユーモラスなイラストがいいです！文字だけだと難しくて読む気がなくなりそうなところも、画家

の生い立ちや時代背景なども、笑いありで学んでいけますよ。 
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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 

夜叉の都 伊東 潤 文藝春秋 かすてぼうろ 武川 佑 光文社

神曲 川村 元気 新潮社 黄金の刻(とき) 楡 周平 集英社

新しい星 彩瀬 まる 文藝春秋 ミチクサ先生 上下 伊集院 静 講談社

ひとり旅日和③ 秋川 滝美 KADOKAWA 濁り水 日明 恩 双葉社

パラソルでパラシュート 一穂 ミチ 講談社 現代生活独習ノート 津村 記久子 講談社

薔薇色の門 誘惑 遠藤 周作 河出書房新社 闘資 浜口 倫太郎 双葉社

吾妻おもかげ 梶 よう子 KADOKAWA 李王家の縁談 林 真理子 文藝春秋

ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井 慶喜 講談社 残月記 小田 雅久仁 双葉社

リズム・マム・キル 北原 真理 光文社 相棒⑲中 輿水 泰弘 ほか 朝日新聞出版

R.I.P. 久坂部 羊 講談社 かすがい食堂② 伽古屋 圭市 小学館

パパララレレルル 最果 タヒ 河出書房新社 婚活食堂⑥ 山口 恵以子 PHP研究所

ペイント イ ヒヨン イースト・プレス 天に焦がれて パオロ　ジョルダーノ 早川書房

弓を引く人 パウロ　コエーリョ KADOKAWA われらが痛みの鏡 上下 ピエール  ルメートル 早川書房

円 劉 慈欣 早川書房 ハムレット!ハムレット!! 谷川 俊太郎 小学館

少女たちの戦争 中央公論新社 中央公論新社 救命センター カンファレンス・ノート 浜辺 祐一 集英社

歓待する文学 小野 正嗣 NHK出版 366日文学の名言 頭木 弘樹 三才ブックス

怖い家
エドガー　アラン

ポー ほか
エクスナレッジ シルバー川柳ベストセレクション

全国有料

老人ホーム協会
ポプラ社

この本読んで! 2021冬 出版文化産業振興財団 食べる経済学 下川 哲 大和書房

三浦綾子祈りのことば 三浦 綾子 日本キリスト教団出版局 食虫植物の文化誌 ダン　トーレ 原書房

鎌倉殿と執権北条氏の歴史 福田 智弘 メディアソフト 映えるデザイン ARENSKI 日貿出版社

2030未来への分岐点② NHKスペシャル取材班 NHK出版 世にも美しい三字熟語 西角 けい子 ダイヤモンド社

ヤングケアラー 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 古代ローマ饗宴と格差の作法 祝田 秀全 G.B.

大気微生物の世界 牧 輝弥 築地書館 ふきさんのシーズンおもちゃ大百科 佐藤 蕗 偕成社

SDGsな生活のヒント タラ　シャイン 創元社 キッチンから始める人生の整理術 村上 祥子 青春出版社

お父さん、お母さんが知っておきたい

ダニとアレルギーの話
高岡 正敏 あさ出版

どんなずぼらさんでも

1週間の夜ごはんが作れる本
mako KADOKAWA

ドラえもん探究ワールド心の不思議 藤子　F　不二雄 小学館 最驚!世界のサメ大図鑑 中野 富美子 あかね書房

はじめての日本のれきしえほん 溝口 イタル パイインターナショナル 理系脳をつくる食べられる実験図鑑 中村 陽子 主婦の友社

はにわ 若狭 徹∥監修 スタジオタッククリエイティブ 富士山のむこう側 岩崎 京子 文溪堂

モナ・リザとレオナルド・ダ・ヴィンチ

名画のひみつ
小林 明子 岩崎書店 昔話法廷⑤

NHK Eテレ

「昔話法廷」制作班
金の星社

ガラスの魚 山下 明生 理論社 はんぴらり!④ 廣嶋 玲子 童心社

ラストで君は「まさか!」と言う

嫌われものの真実
PHP研究所 PHP研究所 スカーレットとブラウン ジョナサン　ストラウド 静山社

ハタハタ 高久 至 あかね書房 グレッグのダメ日記 はじめて、あじわえたよ ジェフ　キニー ポプラ社

うちのくるまはバン!! 鎌田 歩 アリス館 こおりのむこうに かじり みな子 偕成社

クリコ シゲタ サヤカ 小学館 チャレンジミッケ!⑪ ウォルター　ウィック 小学館

文学

実用書・その他

児童・えほん


