
 

矢田郷地区ｺﾐｾﾝ図書室

田鶴浜地区ｺﾐｾﾝ図書室

中島地区ｺﾐｾﾝ図書室

日曜・祝日・年末年始

七尾市立図書館・コミセン図書室では、夏休みの課題図書、
自由研究など、たくさんの本を取りそろえています。

図書館、各図書室

七尾市立図書館

９：００～１７：００

９：００～１７：００

１０：００～１８：００

日曜・祝日・年末年始

開館時間

９：００～１７：００

休館日

年末年始

月曜・祝日・年末年始

期間：７月１６日（土）～８月３１日（水） 
場所：七尾市立図書館   対象：高校生以下 

内容：期間中にビンゴをそろえて素敵なプレゼントをもらおう！ 

☆夜のとしょかん☆   

 ８月２５日（木）19：00～20：00 
 場所：七尾市立図書館 

 対象：小学生（保護者同伴） 

 定員：１０組（先着順） 

 受付開始：８/５（金）から 

 日中とは違う雰囲気の夜の図書館へ遊びに来ませんか？ 

    －乳幼児向け－ 

    ★だっこだっこの 

        おはなし会★ 

    ８月８日（月） 

    11：00～11：30 

 －幼児・小学生向け－ 

 ★紙芝居劇場★ 

  ７月１６日（土） 

  ８月２０日（土） 

  10：30～11：00 

－幼児・小学生向け－ 

★土ようおはなし会★   
  ８月２７日（土） 

   14：00～ 

    14：30   

♦夏休みとしょかんビンゴ♦ 

♪定例おはなし会♪ 

 新型コロナウイルス 

 感染拡大防止のため 

予定が変更になる 

場合があります。 

※行事に参加される場

合はマスク着用等 

                感染防止に 

                ご協力を 

                お願いします。 

家族よむよむフェスタ2022

★工作教室★ 
 （対象年齢：年長児以上） 

   どんぐりで小トトロ 

   を作ろう！ 

７月１６日（土）１３：３０～１５：３０ 
場所:フォーラム七尾 ４階多目的ﾎｰﾙ（ﾊﾟﾄﾘｱ４階） 

 ★本の選書★ 
  図書館に入ってほしい 

   本をみんなの投票 

      で選ぼう！ 

★おはなし会★ 
 どんなおはなしかな？ 

 当日のお楽しみ(*^-^*) 

定員：２０組（先着順） 

受付開始： 

7/5（火）から 

こんなことを

するよ！ 



✩ うちのくるまはバン！！ 鎌田 歩/作 ✩ マスクをとったら いりやま さとし/作

✩ だいじだいじどーこだ？
えんみ さきこ/作
かわはら みずまる/絵 ✩ もりはみている 大竹 英洋/文･写真

✩
ぶうとぴょんの
まほうのつえ

多田 ヒロシ/作 ✩ メロンパンツ しぶや こうき/作･絵

✩
へんしんへんしん
フルーツポンチ

山本 祐司/作 ✩ 4ひきのちいさいおおかみ
ｽﾍﾞﾝﾔ･ﾍﾙﾏﾝ/文
ﾖｾﾞﾌ･ｳﾞｨﾙｺﾝ/絵

✩ へんてこたいそう 新井 洋行/作･絵 ✩
わんぱくだんの
りゅうぐうじょう

ゆきの ゆみこ/作 上野
与志/作 末崎 茂樹/絵

✩ あんしんえほん
高濱 正伸/監修
林 ユミ/絵 ✩ キリンのなやみごと

ジョリ･ジョン/作
レイン･スミス/絵

✩
いろいろなとりのくちばし
1～3

とりのくちばし編集委員
会/編 のぐち ようこ/絵 ✩ しゅくだいがっしょう 福田 岩緒/作･絵

✩ うたうラッパ貝がら
如月 かずさ/作
コマツ シンヤ/絵 ✩ にんきものいちねんせい つちだ のぶこ/絵

✩ オニタロウ
こさか まさみ/文
北村 人/絵 ✩

ひとがつくった
どうぶつの道

キム ファン/文
堀川 理万子/絵

✩ きみのなまえ
あんず ゆき/作
かなざわ まゆこ/絵 ✩ わたし、パリにいったの たかどの ほうこ/著

✩ 青空モーオー！
堀米 薫/作
pon-marsh/絵 ✩ トムと３時の小人

たかどの ほうこ/作
平澤 朋子/絵

✩
ケイン、きょうも
よろしくね！

ｿﾝ ｷﾞﾖｸ/文  ﾍﾟｸ　ｳﾝ
ｼﾞｭ/文  ｼﾝ ﾄﾞｩﾋ/絵 ✩ 富士山のまりも

亀田 良成/文
斉藤 俊行/絵

✩ さくら村は大さわぎ
朽木 祥/作
大社 玲子/絵 ✩ ホタルイカは青く光る 阿部 秀樹/写真･文

✩ 先生、感想文、書けません！
山本 悦子/作
佐藤 真紀子/絵 ✩ もしもロボットとくらしたら

山本 省三/作 本田
隆行,大崎 章弘/監修

✩
どーすんの！？
おもちゃゲット大作戦

吉田 純子/作
武田 美穂/絵 ✩

りりかさんのぬいぐるみ診療
所 - 空色のルリエル -

かんの ゆうこ/作
北見 葉胡/絵

✩ 青く塗りつぶせ
阿部 夏丸/作
酒井 以/絵 ✩ ぼくらのスクープ 赤羽 じゅんこ/著

✩ こどもサピエンス史
ﾍﾞﾝｸﾞﾄ=ｴﾘｯｸ･ｴﾝｸﾞﾎﾙﾑ/著
ﾖﾝﾅ･ﾋﾞｮﾙﾝｼｪｰﾅ/絵 ✩ みつばちと少年 村上 しいこ/著

✩ 数字でわかる！こどもSDGs
秋山 宏次郎/監修
バウンド/著 ✩

虹いろ図書館の
かいじゅうたち

櫻井 とりお/著

✩
ﾁｬｰﾘｰとﾌﾛｯｸﾞ手話の町の
図書館となぞのﾒｯｾｰｼﾞ

カレン･ケイン/著 ✩ 二平方メートルの世界で
前田 海音/文
はた こうしろう/絵

✩ 登り続ける、ということ。 野口 健/著 ✩ 毎日がつまらない君へ 佐藤 慧/著

✩ あの冬、なくした恋を探して いぬじゅん/著 ✩ 夏のカルテット 眞島 めいり/著

✩ 笑顔が守った命
あいはら ひろゆき/作
ちゅうがんじ たかむ/絵 ✩ マイブラザー 草野 たき/著

✩ 解きたくなる数学
佐藤 雅彦/著  大島
遼/著  廣瀬 隼也/著 ✩ ＃マイネーム 黒川 裕子/作

✩ それでも僕は歩き続ける 田中 陽希/著 ✩ ボーダレス・ケアラー
山本 悦子/著
竹浪 音羽/画

✩ チバニアン誕生 岡田 誠/著 ✩
やりたいことが見つからない
君へ

坪田 信貴/著

中学生向き

幼児向き

１・２年生向き

３・４年生向き

５・６年生向き

図書館職員と学校図書館 
司書がおすすめする 
2021年に出版された本 
です！ 


