
研究って楽しい 関 和之 まほうでなんでやねん 鈴木 翼
平成の天皇 祓川 学 もみの木 せな けいこ
民主主義は誰のもの? プランテルグループ 火 あやかし 飯野 和好
警察官の一日 WILLこども知育研究所 こくん 村中 李衣
しりたいな全国のまちづくり　1 岡田 知弘 海ガラスの夏 ミシェル・ハウツ
社会格差はどこから? プランテルグループ ようこそ海へ 小手鞠 るい
発見!日本一周妖怪めいろ　自然の巻 伊藤 まさあき あみ 中川 ひろたか
ちいさなひこうきのたび みねお みつ うみがめのあかちゃん 柿本 幸造
まんまるダイズみそづくり ミノオカ リョウスケ ばらいろのかさ アメリー・カロ
ジュニア空想科学読本　17 柳田 理科雄 むしホテルとなぞのちかしつ きねかわ いつか 決断の刻(とき) 堂場 瞬一
タイムマシンって実現できる? 二間瀬 敏史 にんじんかりかりかじったら 石津 ちひろ 無実の君が裁かれる理由 友井 羊
飛行機のサバイバル　1 ゴムドリco. 昭和天皇の声 中路 啓太
つくろう!あそぼう!ひかりとかげ むらかみ ひとみ 『ようこそ海へ』 小手鞠 るい 鎌倉うずまき案内所 青山 美智子 風はずっと吹いている 長崎 尚志
つながる 長倉 洋海 純子 赤松 利市 ヴェールドマン仮説 西尾 維新
小学生のドッジボール最強トレーニングBOOK 関川 卓真 明日死んだ男 赤川 次郎 MGC 蓮見 恭子
発表がうまくなる 室木 おすし 灼熱 秋吉 理香子 20 CONTACTS 原田 マハ
旅するこどもの韓国語 コンデックス情報研究所 烈風ただなか あさの あつこ 銀座の紙ひこうき はらだ みずき
はじめての万葉集　上・下 萩原 昌好 落花狼藉 朝井 まかて 伊勢佐木町探偵ブルース 東川 篤哉

かげパ 富安 陽子 森があふれる 彩瀬 まる ラッコの家 古川 真人
『タイムマシンって実現できる?』 二間瀬　敏史 まほうつかいとねこ せな けいこ 星から来た船　下 新井 素子 穴掘り 本城 雅人

瀬 敏史 わたしゃほんとにうんがいい せな けいこ 金庫番の娘 伊兼 源太郎 決戦!広島城 松永 弘高
きょうふのしりとり 武田 美穂 Rのつく月には気をつけよう　2 石持 浅海 世話を焼かない四人の女 麻宮 ゆり子
このほんよんでくれ! ベネディクト・カルボネリ お江戸けもの医 毛玉堂 泉 ゆたか 三毛猫ホームズと七匹の仲間たち 赤川 次郎　ほか
おばけのぺろぺろ 乾 栄里子 電気じかけのクジラは歌う 逸木 裕 最後のページをめくるまで 水生 大海
10ぴきのおばけのたんじょうび にしかわ おさむ 罪の轍 奥田 英朗 キキ・ホリック 森 晶麿

少年探偵響　6 秋木 真 るすばんかいぎ 浜田 桂子 地先 乙川 優三郎 ひと喰い介護 安田 依央
ぼくらの地下迷路 宗田 理 つるつるプール えぐち よしこ 営繕かるかや怪異譚　その2 小野 不由美 途中下車はできません 山本 巧次
校門の白魔女は知っている 藤本 ひとみ おかあさんありがとう みやにし たつや 氷獄 海堂 尊
アッチとドッチのフルーツポンチ 角野 栄子 アンパンマンとだだんだん やなせ たかし 島津四神伝 片山 洋一 『伊勢佐木町探偵ブルース』 東川 篤哉
ほねほねザウルス　21 カバヤ食品株式会社 ねこになりたい 山口 哲司 スワロウテイルの消失点 川瀬 七緒
100年ハチミツのあべこべ魔法 あんびる やすこ 先をゆくもの達 神林 長平
レストランのおばけずかん 斉藤 洋 『おかあさんありがとう』 みやにし たつや チンギス紀　5 北方 謙三
ぼくんちの海賊トレジャ 柏葉 幸子 戦国十二刻 木下 昌輝
ぼくらののら犬砦 宗田 理 老父よ、帰れ 久坂部 羊
セミクジラのぬけがら 如月 かずさ 大統領の密使/大統領の晩餐 小林 信彦
おかしえんのごろんたん おくやま れいこ 愛と追憶の泥濘 坂井 希久子
おじいさんは川へおばあさんは山へ 森山 京 ナポレオン　1 佐藤 賢一
さかなつりにいこう! 村上 康成 時喰監獄 沢村 浩輔 天邪鬼のすすめ 下重 暁子
月と珊瑚 上條 さなえ 犯人に告ぐ　3 雫井 脩介 MORI Magazine　3 森 博嗣
ぼくたちは卵のなかにいた 石井 睦美 君が異端だった頃 島田 雅彦 かわいい見聞録 益田 ミリ
ミオととなりのマーメイド　5 ミランダ・ジョーンズ 14歳からの政治入門 池上 彰 絶声 下村 敦史 100年人生七転び八転び 外山 滋比古
トイ・ストーリー　4 スーザン・フランシス 政治の絵本 たかまつ なな 戦国の教科書 天野 純希 ぱくりぱくられし 木皿 泉
21世紀のフランクリン メアリー・ポープ・オズボーン 栄養学部 佐藤 成美 腸詰小僧 曽根 圭介 センス・オブ・シェイム 酒井 順子
暗号クラブ　15 ペニー・ワーナー 大学の学部・学科が一番よくわかる本 四谷学院進学指導部 カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山 羽根子 越境(ユエジン) 東山 彰良
本気でやれば、なんでもできる!? ジョン・ヨーマン 世界を変えた60人の偉人たち 東京電機大学 格闘 高樹 のぶ子 やがて満ちてくる光の 梨木 香歩
アラルエン戦記　13 ジョン・フラナガン 風立ちぬ 宮崎 駿 虹にすわる 瀧羽 麻子 のっけから失礼します 三浦 しをん
やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン 永遠に解けないパズル 市川 拓司 流星のソード 柄刀 一 平和の栖(すみか) 弓狩 匡純

『月と珊瑚』 上條 さなえ 『永遠に解けないパズル』 市川 拓司 『氷獄』 海堂 尊 『やがて満ちてくる光の』 梨木 香歩

日 本 の 文 学 ・ 小 説

新人弁護士・日高正義が初めて担当する事
件は、手術室での連続殺人「バチスタ・ス
キャンダル」だった…。「チーム・バチスタの
栄光」のその後を描いた表題作を含む全4
篇を収録。

7/25～8/24までに入ったおもな本の紹介です。ここに掲載していない本はホーム

ページからご覧になれます。 貸出中の本には､図書館カウンター、検索機、米子市

立図書館ホームページ、電話から予約ができます。

たしかな言葉を伝えたい。今いる場所から、見
て、感じて、歩いて、考え続けたい。日常を、こ
の一瞬を、大切に生き抜くために-。デビューか
ら現在まで、梨木香歩の25年の作家人生を映
し出すエッセイ。

エ ッ セ イ

ヤングアダルトコーナー

絵 本児 童 書 米子市立図書館

〒683-0822 米子市中町８番地

電話 0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ 0859-22-2637

HP http://www.yonago-toshokan.jp/

あたらしく入った本
令和元年 9月号

勉強ができない沖縄の少女・珊瑚のクラス
に、「ベルサイユのばら」のオスカルみたい
な転校生・月(るな)がやってきた…。珊瑚の
日記を通して、沖縄の「今」を生きる少女た
ちの日常を描く。

映画の脚本家になることを夢見ていたぼく
は、駅前通りの本屋で立ち読みしていると、
同じクラスの女の子に急に肩を叩かれた。
女子のヒエラルキーでも頂点にいるその子
がぼくに頼んできたのは、彼女の伝記を書く
ことだった・・・。

守ってくれたり、助けてくれたり、許してく
れたり。おかあさん、いつもありがとう。あ
とね、おとうさんが、ぼくが産まれたときの
ことをおしえてくれたよ。産んでくれて、あ
りがとう。

伊勢佐木町に事務所を構える私立探偵・桂木
圭一がある日、知らぬ間に再婚していた母親
を訪ねると、お相手は神奈川県警本部長だっ
た。しかもその息子は伊勢佐木署のエリート
刑事で…。

夏に生まれた男の子と犬。男の子は犬が天
国へ行ってしまった後、ふしぎな絵本屋さん
を訪れます。案内してくれた白猫に、犬と一
緒に遊んだ海の絵本を読んでもらうことにす
ると、どこからともなく潮風が吹いてきて・・・。

過去や未来に自由に行けるとしたら? 相対
性理論や量子論、高次元時空や超弦理論な
どの最新の物理学や宇宙論を交えて、タイ
ムマシンの実現可能性についてわかりやす
く解説する。



もっと知りたい動物園と水族館 小宮 輝之 いだてん　後編 宮藤 官九郎
デジタルカメラで昆虫観察 海野 和男 新海誠の世界を旅する 津堅 信之
不思議だらけカブトムシ図鑑 小島 渉 昭和の落語名人列伝 今岡 謙太郎

虐待死 川崎 二三彦 ヒト、犬に会う 島 泰三 キリン解剖記 郡司 芽久 RUGBY日本代表に捧ぐ 大野 均
男子が10代のうちに考えておきたいこと 田中 俊之 貧困専業主婦 周 燕飛 老いる自分をゆるしてあげる。 上大岡 トメ ラグビーのルール　超・初級編 中野 良一
藩とは何か 藤田 達生 僕らの世界を作りかえる哲学の授業 土屋 陽介 シニアの骨粗しょう症・圧迫骨折を防ぐ! 宗圓 聰 イチローの功と罪 野村 克也
美学への招待 佐々木 健一 「生きにくさ」はどこからくるのか 山 祐嗣 超高齢社会のリアル 鈴木 隆雄 心を強くする サーシャ・バイン
クオーレ デ・アミーチス しかけは世界を変える!! 松村 真宏 がんから始まる生き方 養老 孟司 齋藤孝が読むカーネギー『話し方入門』 齋藤 孝
あなたの不幸は蜜の味 辻村 深月 生きる 茂木 健一郎 そろそろ、からだにいいことを考えてみよう 伊藤 まさこ
これは経費で落ちません!　6 青木 祐子 最強の「定年後」 野口 雄志 龍村式ヨガレッスン 龍村 修
浪人奉行　7ノ巻 稲葉 稔 毎日を好きなことだけで埋めていく 本田 晃一 医者が考えた50歳からの若返る食べ方 藤田 紘一郎
双風神(ふたつふうじん) 今村 翔吾 一日一戒良寛さん 枡野 俊明 自分を動かすスイッチの入れ方 鈴木 淳
東京駅の歴史殺人事件 風野 真知雄 検証奈良の古代遺跡 小笠原 好彦 『龍村式ヨガレッスン』 龍村 修 国家公務員の仕事図鑑 公務員試験予備校EYE

警官の目 今野 敏 巨大古墳の歩き方 大塚 初重 100年企業強さの秘密 日本経済新聞出版社
親父の十手が重すぎて 小杉 健治 仁徳天皇陵と巨大古墳の謎 水谷 千秋 いちばんわかりやすいはじめての経理入門 柴山 政行
ゆきうさぎのお品書き　8 小湊 悠貴 それ、時代ものにはNGです　2 若桜木 虔 はじめてでもわかる簿記と経理　'19～'20年版 堀江 國明
鑓騒ぎ　 佐伯 泰英 世界史とつなげて学ぶ中国全史 岡本 隆司 20字に削ぎ落とせ リップシャッツ信元夏代

旅仕舞　 佐伯 泰英 アンティークコインマニアックス Shelk 資格取り方選び方全ガイド　2021年版 高橋書店編集部
鬼役　27 坂岡 真 接待の手土産　2019-2020 ぐるなび「こちら秘書室」編集室

赤い刀身 佐々木 裕一 『ヒト、犬に会う』 島 泰三 農業に転職! 有坪 民雄
小説天気の子 新海 誠 ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 飯野 たから
ばけもの好む中将　8 瀬川 貴次 エネルギー400年史 リチャード・ローズ
はなの味ごよみ　4 高田 在子 美しい日本の川と防災 木下 武雄 『ネット予約時代の困ったお客のトリセツ』 飯野　たから
贋作の謀 千野 隆司 わかる!使える!ねじ入門 橋村 真治
凍結捜査 堂場 瞬一 トコトンやさしい電車の本 青田 孝
SRO　8 富樫 倫太郎 国鉄型特急車両 レイルウエイズグラフィック

京都寺町三条のホームズ　12 望月 麻衣 本当によくわかるWordPressの教科書 赤司 達彦
ジョン・マン　5 山本 一力 本当にやさしく学びたい人の!絵解きネット 増田 若奈

大分断 タイラー・コーエン 最新空母がよ～くわかる本 井上 孝司

『小説天気の子』 新海 誠 日本への警告 ジム・ロジャーズ 花火 福澤 徹三
丸山眞男の教養思想 西村 稔 泡立てて作るスイーツ石けん 木下 和美
ドキュメント「令和」制定 日本テレビ政治部 日本ビール缶大全 長谷川 正人 大家さんのための賃貸トラブル解決法 飯野 たから
文在寅という災厄 武藤 正敏 おしゃれの魔法18人の物語 石田 純子 借地借家法 田山 輝明
日本一おかしな公務員 山田 崇 キレイに縫えるソーイングの基本 太田 順子 相続ハンドブック 比留田 薫
欲望の資本主義　3 丸山 俊一 おうち昼ごはんお助け帳 福岡 直子 もしもの時の手続き・相続完全ガイド 野谷 邦宏
移民とAIは日本を変えるか 翁 邦雄 家族でもめないための公正証書遺言のすすめ 堀川 末子
夫婦幻想 奥田 祥子 図解いちばん親切な税金の本　19-20年版 高橋 創
子どもを攻撃せずにはいられない親 片田 珠美 廃棄物処理法Q&A 英保 次郎

カリ・モーラ トマス・ハリス 老活・終活のウソ、ホント70 川村 匡由 カラー図鑑スパイスの秘密 ジル・デイヴィーズ
イヴリン嬢は七回殺される スチュアート・タートン ひとり老後、賢く楽しむ 岸本 葉子 日航123便墜落の波紋 青山 透子
レス アンドリュー・ショーン・グリア 魔除けの民俗学 常光 徹 ちょっと自慢できるヒコーキの雑学100 チャーリィ古庄
眺海の館 ロバート・ルイス・スティーヴンソン これでわかる学習障がい 小池 敏英
厳寒の町 アーナルデュル・インドリダソン 『夫婦幻想』 奥田 祥子 『カラー図鑑スパイスの秘密』 ジル・デイヴィーズ 改訂版アレルギーっ子のごはんとおやつ 伊藤 浩明
最後の兄弟 ナタシャ・アパナー 胃がん・大腸がんを治す、防ぐ! 近藤 慎太郎
わたしのいるところ ジュンパ・ラヒリ 後悔のない前立腺がん治療 藤野 邦夫

栄養たっぷり野菜ジュース100 植木 もも子

『レス』 アンドリュー・ショーン・グリア

『改訂版アレルギーっ子のごはんとおやつ』 伊藤　浩明

島の科学者 坂野 徹 世界遺産のひみつ 宮澤 光
ジュニア数学オリンピック　2015-2019 数学オリンピック財団 もっと知りたいミュシャ 千足 伸行
異常気象と自然災害 造事務所 教養としてのマンガ 橋本 博
消えた巨大生物 エマニュエル・グルンドマン 石川九楊のほんとうに書がわかる九つの法則 石川 九楊

山陰クラフトビール 矢野　竜広 恐竜まみれ 小林 快次 お菓子の箱だけで作る空箱工作 はるきる
ヒマチの嬢王　3 茅原　クレセ 苔登山 大石 善隆 まあまあふうふう。 八千草 薫 死ぬまで歩ける!7秒筋肉体操 久野 譜也

健 康 情 報

産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

総 記 ・ 哲 学 ・ 歴 史

自 然 科 学

社 会 科 学

外 国 の 文 学

文 庫 ・ 新 書

技 術 ・ 家 庭

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学

高校1年の夏、離島から家出し、東京にやって
きた帆高。降り続く雨の中、都会の片隅で、不
思議な能力を持つ少女・陽菜に出会い…。
2019年公開の長編アニメーション映画「天気
の子」の監督が自ら執筆した原作小説。

郷 土

かつての理想の夫婦像はすでに「幻想」なの
か。戦後家族モデル崩壊後の混沌状況におけ
る夫婦のあり方を、子どもを作るかどうかの選
択、子の成長による変化などにも注目し、長期
にわたる取材をベースにその実態に迫る。

小説家レスのもとに、9年間付き合った元恋人の結婚
式への招待状が届く。どうやったら式から逃れられる
か-。出席を断る口実に、レスは世界中の文学イベン
トをめぐる旅に出る…。旅路の果てに、愛は見つかる
のか? 2018年度ピュリッツァー賞を受賞。

エキゾチックな魅惑のスパイスの世界へ誘う
入門書。スパイス54種を取り上げ、利用法
や効能、歴史的・文学的エピソード、民間伝
承などを紹介する。栄養学的な解説も充実。

置き換えルールを知れば、あとはいつもの
料理と同じ! スーパーで手に入る代替食品
でできる、アレルギーっ子の離乳食と幼児
食のレシピ110品を紹介します。食物アレル
ギーの最新情報と基礎知識も掲載。

健 康 長 寿

ドタキャン客やクレーム客の対処法や防ぎ
方、ネット上の悪意ある書き込みへの法的
撃退法や反撃法など、「困ったお客の取扱
い方法」を、具体例でわかりやすく紹介する。
内容証明のサンプルも掲載。

1万5000年前に始まった人間と犬の共生。
幻想や感情で判断する人間、論理的に判断
する犬。犬は人の言葉を理解し、人の心を
読み、人の窮地を救う。人間と犬、運命共同
体としての関係の特異性と起源を探る。

「ゆがみ」を正す多様な行法により、心身の
改善を目指すヨガ修正行法の実践書。ひと
りでもできる、各症状に対応した効果的な77
の基本ポーズを写真でわかりやすく紹介す
る。

法 律 情 報


