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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 http://www.city.komatsu.lg.jp/toshokan 

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。 

参加費無料 
   申込不要 

いのちと心を守る 
  3 月は自殺対策強化月間です。 

  関連図書をあつめます。 

3/5（土） ひなまつりのおはなし&おひなさまづくり 
   時間：１０時３０分～ 定員：１０名程度 

   ひなまつりにちなんだ絵本の読み聞かせと折り紙で 

おひなさまをつくります。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により内容の変更や中止になる場合もございます。 

小松市立図書館 

3/12（土） おはなし玉手箱 
   時間：１０時３０分～ 定員：１０名程度 

   小松おはなしの会さんによる楽しい読み聞かせを行います。 

3/13（日） 春のおはなしと工作 
   時間：１０時３０分～ 定員：１０名程度 

   季節にちなんだ絵本の読み聞かせとミニ工作を行います。 

南部図書館 

3/19（土） 図書・雑誌リサイクル会 
   時間：開館時間中 

   保存期間切れの雑誌と本をお譲りします。 

3/27（日） 拍子木カチカチなれば 
         たのしいおはなしのはじまり～はじまり 
   時間：１０時３０分～ 定員：１０名程度 

   小松紙芝居倶楽部さんによる楽しい紙芝居をします。 

新しい世界に旅立つあなたへ 
卒業がテーマの本やそっと背中を押してくれるような 

本をあつめました。 

郷土作家・森山啓 
小松市にゆかりのある作家・森山啓の本を紹介しま

す。 

 
季節柄、お天気の悪い今日この頃…。 

みなさんは本が濡れないように対策をしていますか？ 

お天気の悪い日に本を持ち出す際はビニールの袋に本を入れるなど 

みんなの大切な本が濡れてしまわないようにお気を付けください。 

「あったらいいな！ 
こんな未来型図書館」絵画作品展 

時間：3/20(日)～3/31(木) 9 時～17 時 

場所：市民ギャラリールフレ 

こどもたちから応募があった 251 点の絵画を展示します。 

たくさんのご応募ありがとうございました！ 

本号をもちまして、図書館だより「視点本点」の発行は終了いたします。 

4 月からは小松市の図書館 3館の情報が一目でわかるように、小松市立図書館・南部図書館と 

空と子ども絵本館の情報をひとつにまとめた「こまつ図書館だより」を隔月で発行いたします。 

ぜひご愛読いただければと思います。 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により内容の変更や 

中止になる場合もございます。 

日 月 火 水 木 金 土
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「視点本点」と「ぶっくりんだより」がひとつになります 



2022 年３月 視点本点 

 

 

 

 

■ 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 

 

心霊探偵八雲INITIAL FILE魂の素数 神永 学 講談社 全裸刑事(デカ)チャーリー 七尾 与史 宝島社

警官の道 呉 勝浩 KADOKAWA birth 山家 望 筑摩書房

偽装同盟 佐々木 譲 集英社 女性失格 小手鞠 るい 文藝春秋

真夜中のマリオネット 知念 実希人 集英社 アスベストス 佐伯 一麦 文藝春秋

遺言歌 なかにし 礼 河出書房新社 答えは風のなか 重松 清 朝日出版社

求めよ、さらば 奥田 亜希子 KADOKAWA 11の秘密 大崎 梢 ポプラ社

真田の兵ども 佐々木 功 角川春樹事務所 ミス・パーフェクトが行く! 横関 大 幻冬舎

もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 中央公論新社 長野電鉄殺人事件 西村 京太郎 徳間書店

プロジェクト・ヘイル・メアリー 上下 アンディ　ウィアー 早川書房 シルバービュー荘にて ジョン　ル　カレ 早川書房

革命と献身 ヴィエト　タン　ウェン 早川書房 赤い十字 サーシャ　フィリペンコ 集英社

子供たちの聖書 リディア　ミレット みすず書房 またあおう 畠中 恵 新潮社

青の呪い 神永 学 講談社 メイデーア転生物語⑤ 友麻 碧 KADOKAWA

未だ行ならず 上下 佐伯 泰英 文藝春秋 見知らぬ人 エリー　グリフィス 東京創元社

ママがもうこの世界にいなくても 遠藤 和 小学館 追懐のコヨーテ 森 博嗣 講談社

物語の共同体 西田谷 洋 能登印刷出版部 石の文学館 和田 博文 筑摩書房

謹訳徒然草 [吉田 兼好 ] 祥伝社 時代小説の戦後史 縄田 一男 新潮社

夏井いつきの世界一わかりやすい

俳句鑑賞の授業
夏井 いつき PHP研究所 愉快な病人たち

『日刊ゲンダイ』

医療取材班
日刊現代

世界を一枚の紙の上に 大田 暁雄 オーム社 最高の体調を引き出す超肺活 小林 弘幸 アスコム

顔認証の教科書 今岡 仁 プレジデント社 白髪は防げる! 辻 敦哉 かんき出版

ちょうどいい孤独 鎌田 實 かんき出版 宇宙飛行士野口聡一の全仕事術 野口 聡一 世界文化ブックス

大谷翔平から学ぶ成功メソッド 児玉 光雄 河出書房新社 しらいのりこの絶品!ご飯のおとも101 しらい のりこ NHK出版

父がひとりで死んでいた 如月 サラ 日経BP 豆くう人々 長谷川 清美 農山漁村文化協会

鎌倉殿の13人 NHK出版 船の食事の歴史物語 サイモン　スポルディング 原書房

むかし話で学ぶ経営塾 大澤 賢悟 自由国民社 世界を変えた100のポスター 上下 コリン　ソルター 原書房

天才IT大臣オードリー・タンが初めて明かす

問題解決の4ステップと15キーワード
オードリー　タン 文響社

東大名誉教授がおしえる!

建築でつかむ世界史図鑑
本村 凌二 二見書房

5分後に意外な結末ex 桃戸 ハル 学研プラス この指とどけ 村上 しいこ 講談社

北条義時 加来 耕三 ポプラ社 プラレールで電車をおぼえる大百科 「旅と鉄道」編集部 天夢人

親を頼らないで生きるヒント コイケ ジュンコ 岩波書店 地下鉄のサバイバル① ゴムドリco. 朝日新聞出版

ドラえもん探究ワールドおもしろいぞ!

数の世界
藤子　F　不二雄 小学館

悩める女子の教室で

偉人が人生を語りだした
木平 木綿 学研プラス

おばけずかんクイズBOOK ちょいムズへん 斉藤 洋 講談社 ほねほねザウルス㉕ カバヤ食品株式会社 岩崎書店

かいけつゾロリきょうふのダンジョン 原 ゆたか ポプラ社 鬼滅の刃④⑤ 吾峠 呼世晴 集英社

プーさんの戦争 リンジー　マティック 評論社 暗号クラブ⑳ ペニー　ワーナー KADOKAWA

サチコさんのドレス 桜木 紫乃 北海道新聞社 おめんです③ いしかわ こうじ 偕成社

テントウムシのミア、プレゼントだいさくせん 香川 照之 講談社 山の上に貝がらがあるのはなぜ? アレックス　ノゲス 岩崎書店

文学

実用書・その他

児童・えほん

新着ピックアップは４月からも毎月発行いたします。「こまつ図書館だより」での掲載はございませんのでご注意ください。 


