
2022 年 1月 視点本点 

 

    

    

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 

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＞ 

 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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全館休館日 

 空とこども絵本館 

 
休館日 

 

年明けの開館は 

1 月４日（火）です 

 

1月の展示 

▼トラがやってきた！ 

今年の干支はトラです。 

干支に関する本やトラが出てくる本を集めます。 

▼寒い冬に「心温める本」特集 

本で心を温めませんか？ 

 

新春本の福袋 
オススメの本２～3冊が入った福袋を貸し出します。 

日 時：１月 4 日（火）10 時～ 

なくなり次第終了 

絵本かるた 
絵本の表紙を「絵札」にみたてて、かるたとり！ 

・対象は５歳（年長児）～小学生 

・参加無料、先着１０人（当日受付） 

 小松：1 月 8 日（土）10 時 30 分～ 

  南部：1 月 23 日（日）10 時 30 分～ 

消防出初式に伴う交通制限のおしらせ 

 下記の日時において、

図書館前の道路は通行

できません。 

日時： 

2022 年 1 月 8 日(土) 

10 時 40 分～ 

11 時 20 分 

詳しくは小松市消防本部（0761‐20‐1119）にお問い合わせください。 

【図書館員より】最初は「宇宙の地図」って何？と思いました（笑） 

国立天文台から始まり徐々に宇宙へと広がっていきます。地球からの距離がわかる簡潔な図や星

や星雲などの美しい写真もあり、宇宙の広さと美しさと不思議を感じられる 1 冊です。 

天文学の成果を結集して制作した､地球から宇宙の果てまで一挙に見渡せる宇宙の地図｡息を

のむほどに美しい宇宙の写真が満載で､子どもから大人まで楽しめる一冊｡すべての天体画像に

簡潔で深い解説を付す｡ 

観山 正見、小久保 英一郎著／朝日新聞出版 
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■ 新着資料をくわしく知りたいときは、「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 

エール 朝倉 宏景 講談社 レインメーカー 真山 仁 幻冬舎

塞王の楯 今村 翔吾 集英社 ごんげん長屋つれづれ帖①②③ 金子 成人 双葉社

ぼくらはアン 伊兼 源太郎 東京創元社 スープ屋しずくの謎解き朝ごはん⑦ 友井 羊 宝島社

宿命(リベンジ) 石原 慎太郎 幻冬舎 ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡 圭祐 新潮社

Kの昇天 梶井 基次郎 立東舎 ブラックガード 木内 一裕 講談社

あなたに安全な人 木村 紅美 河出書房新社 死にふさわしい罪 藤本 ひとみ 講談社

怖ガラセ屋サン 澤村 伊智 幻冬舎 ご機嫌剛爺 逢坂 剛 集英社

失われた岬 篠田 節子 KADOKAWA 俳句いまむかし ふたたび 坪内 稔典 毎日新聞出版

真・慶安太平記 真保 裕一 講談社 今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠 るい 出版芸術社

ダブルバインド 城山 真一 双葉社 ミルクとコロナ 白岩 玄 河出書房新社

倒産続きの彼女 新川 帆立 宝島社 九十歳 曽野 綾子 興陽館

ビタートラップ 月村 了衛 実業之日本社 人生の苦しさについて 曽野 綾子 青志社

闇祓 辻村 深月 KADOKAWA おんなのじかん 吉川 トリコ 新潮社

幻の旗の下に 堂場 瞬一 集英社 誉れの剣② イーヴリン　ウォー 白水社

邯鄲の島遙かなり 下 貫井 徳郎 新潮社 東京ゴースト・シティ バリー　ユアグロー 新潮社

御坊日々 畠中 恵 朝日新聞出版 冬 アリ　スミス 新潮社

詩人別でわかる漢詩の

読み方・楽しみ方
鷲野 正明

メイツユニバーサル

コンテンツ
ダンバー

エドワード　セント

オービン
集英社

文系研究者になる 石黒 圭 研究社 新型コロナと向き合う 横倉 義武 岩波書店

東京の美しい図書館 立野井 一恵 エクスナレッジ すてきな子ども服 新垣 美穂 文化学園文化出版局

最澄と徳一 師 茂樹 岩波書店 楽するスープ&みそ汁 新谷 友里江 ナツメ社

名字の歴史 森岡 浩 宝島社 焼き菓子の教科書 熊谷 裕子 河出書房新社

喜ばれる人になりなさい 永松 茂久 すばる舎 保護犬と暮らすということ 扶桑社

池上彰の世界の見方 中国 池上 彰 小学館 工芸王国金沢・能登・加賀への旅 木村 ふみ 平凡社

もっと!「育ちがいい人」だけが

知っていること
諏内 えみ ダイヤモンド社

きのう何食べた?

～シロさんの簡単レシピ～②
講談社 講談社

免疫力を高める塩レシピ 青山 志穂 あさ出版 わくわく!納得!手話トーク 松岡 和美 くろしお出版

生きるって、なに?死ぬって、なに? 東京書店 願いを叶える雑貨店 黄昏堂② 桐谷 直 PHP研究所

京都まるごと図鑑 塩原 直美 岩崎書店 チイの花たば 森 絵都 岩崎書店

はっけん!オタマジャクシ 関 慎太郎 緑書房 ヒックとドラゴン⑫上下
ヒック  ホレンダス

ハドック三世
小峰書店

自動車のひみつ 廣田 幸嗣 小学館 アリスとふたりのおかしな冒険 ナターシャ　ファラント 徳間書店

動物愛護ってなに? 浅川 千尋 PHP研究所 ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤 ノリコ 白泉社

サラ・ベルナール 山田 一喜 ポプラ社 ポケットねこ いりやま さとし 講談社

あっしはもしもし湾にすむ

カメ次郎ともうします
岩佐 めぐみ 偕成社 いきものづくしものづくし⑧ 田中 豊美 ほか 福音館書店

5分後に妖しい異世界のラスト エブリスタ 河出書房新社 のりものクッキー 彦坂 有紀 講談社

飛べ!遺伝子を超えて 森川 成美 国土社 音にさわる 広瀬 浩二郎 偕成社

文学

実用書・その他

児童・えほん


