
小中学生のための初めて学ぶ著作権 岡本 薫 ぼくのかぼちゃ かもがわ しの
子ども認知行動療法 不安・心配にさよならしよう! 松丸 未来 うみへいったちいさなカニカニ クリス・ホートン
元号の歴史大事典 相田 満 おはよう、はたらくくるまたち シェリー・ダスキー・リンカー

かくれ家のアンネ・フランク ヤニー・ファン・デル・モーレン じゃない! チョー ヒカル
池上さん教えて!世のなかの「お金」のこと 池上 彰 おばけばたけのおふろやさん とよた かずひこ
売り声図鑑　3 宮田 章司 コリンのお店びらき ひこ・田中
発見!日本一周妖怪めいろ　名所の巻 伊藤 まさあき たまごのからとかみねんどでつくろう よねもと くみこ
あららびっくりだましっこ 佐伯　俊男 かわにくまがおっこちた リチャード・T.モリス
ヘンなかたちの化石 土屋 健 スノーウィとウッディ ロジャー・デュボアザン

海辺の生きもの大探検! 川嶋 一成 おばあさんとあひるたち ホープ・ニューウェル 廉太郎ノオト 谷津 矢車
どっちが強い!?ライギョvsピラニア ジノ 子どもの時計 金子 みすゞ 玄宗皇帝 塚本 青史
からだのなかのびっくり事典　もっと!! こざき ゆう うさぎのまじっく せな けいこ 盲剣楼奇譚 島田 荘司
とつきとおか ミランダ・ポール あまんきみこハンドブック あまんきみこ研究会 スナック墓場 嶋津 輝
ごみ育 滝沢 秀一 『コリンのお店びらき』 ひこ・田中 随筆万葉集　1～3 中西 進 COVER 内藤 了
首都圏版鉄道地図鑑 地理情報開発 アスリーツ あさの あつこ 鴨川食堂まんぷく 柏井 壽
あららびっくりだましっこ 佐伯　俊男 飛雲のごとく あさの あつこ 窓の外を見てください 片岡 義男
小学生のためのテニスがうまくなる本 増田 健太郎 空は逃げない まはら 三桃 法月綸太郎の消息 法月 綸太郎
<ビジュアル入門>ラグビーがわかる本 DK社 百舌落とし 逢坂 剛 落日 湊 かなえ
小学生のための勝つ剣道 菅野 豪 カインは言わなかった 芦沢 央 万波を翔る 木内 昇
ローマ字学 稲葉 茂勝 そらをとんだワンダ 小手鞠 るい 楽園の真下 荻原 浩
一日十分おばけ漢字えほん あきやま かぜさぶろう かすみのどんぐり 征矢 清 土に贖う 河崎 秋子 『落日』 湊　かなえ
なぜなに日本語　もっと 関根 健一 ふみきりかんかんくん 斉藤 洋 ボッティチェッリの裏庭 梶村 啓二

わたしうみにいったのよ 糟谷 奈美 罪と祈り 貫井 徳郎

『売り声図鑑　3』 宮田 章司 ひとつたくさん 長野  博一 慟哭は聴こえない 丸山 正樹
くだものたちのないしょだよ はせがわ かこ 写楽とお喜瀬 吉川 永青
ガンピーさんのサイ ジョン・バーニンガム 遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内 悠介
みかづきちゃん てをつなご 東 君平 たそがれダンサーズ 桂 望実
だっぴ! 北村 直子 欺す衆生 月村 了衛
じゅんびはいいかい? 末吉 里花 アネモネの姉妹リコリスの兄弟 古内 一絵

空飛ぶくじら部 石川 宏千花 チョウスケとおつきさま 劉　郷英 あきない世傳金と銀　７ 高田 郁 殿山泰司ベスト・エッセイ 殿山 泰司
小説地獄少女 わたなべ ひろし 呼吸する町 黒木 渚 命あれば 瀬戸内 寂聴
友だちをやめた二人 今井 福子 『ふみきりかんかんくん』 斉藤 洋 プルースト効果の実験と結果 佐々木 愛 私は幽霊を見ない 藤野 可織
イーム・ノームと森の仲間たち 岩田 道夫 ナポレオン　２ 佐藤 賢一 一人暮らし 曽野 綾子
おうちずきん こがしわ かおり 妻の終活 坂井 希久子 伯爵のお気に入り 向田 邦子
ゆるびーくんえんそくにいく 斉藤 洋 黙秘犯 翔田 寛 空から森が降ってくる 小手鞠 るい
天気の子 新海 誠 わたしの良い子 寺地 はるな 昭和も遠くなりにけり 矢野 誠一
早咲きの花 宗田 理 幻の彼女 酒本 歩 小林秀雄江藤淳全対話 小林 秀雄
おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに! トロル 放課後の厨房男子　２ 秋川 滝美 この道をどこまでも行くんだ 椎名 誠
怪盗クイーン モナコの決戦 はやみね かおる 流葉断の太刀 上田 秀人 森語りの日々 森 博嗣
秘密に満ちた魔石館 廣嶋 玲子 トリガー　上・下 真山 仁 希望の地図2018 重松 清
しゅくだいかけっこ 福田 岩緒 図解でわかる14歳からの地政学 鍛冶 俊樹 三匹の子豚 真梨 幸子 やわらかく、考える。 外山 滋比古
七不思議神社 緑川 聖司 臨床工学技士になるには 岩間 靖典 絶望スクール 石田 衣良 吉沢久子すっきり生きる言葉 吉沢 久子
リスタート ゴードン・コーマン #8月31日の夜に。 NHK「ハートネットTV」 熱源 川越 宗一
わたしのおかあさんは世界一びじん ベッキー・ライアー 農業高校へ行こう! 全国農業高等学校長協会 某 川上 弘美 『一人暮らし』 曽野 綾子
シャイローと歩く秋 フィリス・レイノルズ・ネイラー 夢をかなえる大学選び 船橋 伸一 震える天秤 染井 為人
ハヤクさん一家とかしこいねこ マイケル・ローゼン ようこそ実力至上主義の教室へ　７.５ 衣笠 彰梧 medium 相沢 沙呼
ムーミン全集　4 トーベ・ヤンソン 走れ!T校バスケット部　９ 松崎 洋 なつぞら　下 大森 寿美男

『震える天秤』 染井　為人

日南Ｘ 松本　薫
忠敬、鳥取を測る 田中　精夫

『怪盗クイーン モナコの決戦』　はやみね かおる 『農業高校へ行こう!』 全国農業高等学校長協会

日 本 の 文 学 ・ 小 説

地方のコンビニで、高齢ドライバーによる死
亡事故が発生。警察は加害者の認知症を
疑い、責任能力を調査している。違和感を
覚え取材に乗り出したライターの俊藤律は、
続々と予想外の事実を知ることになり…。

8/25～9/24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。

あらゆるアマチュアとしての学問や知識や技
術はどんなものであれ、すべて老後を楽しく変
化に満ちて生きるために役立つ-。曽野綾子の
著作の中から、一人になって初めてわかること
や、孤独のたのしみ方を紹介する。

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 10月号

クイーンと探偵卿ネアとの3本勝負。初戦の
ルーレット対決に続く第2戦は、F1モナコグラ
ンプリのコースを走るレース対決。颯爽とス
タートを切ったクイーンだが…。史上最強の
敵を相手に、クイーンが死闘を繰り広げる!

郷 土
いま、農業高校が熱い! 地域おこし、ご当地
グルメ開発など、全国の農業高校のユニー
クな取り組みを写真とともに紹介する。ウド
鈴木、サヘル・ローズ、金足農業高校野球
部監督といった、ゆかりの人からのメッセー
ジも掲載。

ふみきりのかんかんくんには、シャーとダ
ンキーというふたごの妹がいて…。
月刊幼児誌『げんき』の連載から生まれ
た、幼児が大好きな「踏切」が主人公の
絵本。5話の小さなお話を収録する。

新人脚本家の甲斐千尋は、新進気鋭の映画
監督・長谷部香から、新作の相談を受けた。
香は15年前に起きた、判決も確定している
「笹塚町一家殺害事件」を手がけたいというが
…。絶望の淵を見た人々の祈りと再生の物語。

小学1年生になったコリンは、父さんたちが
フリーマーケットに参加すると聞いて、自分
もいっしょにお店を出すことにしました。もう
小学生だから、いらなくなったものを売ろう! 
お客さんは来るかな?

「江戸売り声」という切り口で、庶民のくらし
に迫るシリーズ。3は、リサイクル都市江戸
のくらしを、古着売り、傘の古ぼね買い、い
かけ屋など、修理や回収の売り声とともに
イラストで案内する。



生きる場からの哲学入門 大阪哲学学校 毛細血管は「腸活」で強くなる 藤田 紘一郎 戦国忍びの作法 山田 雄司
もの忘れと記憶の科学 五日市 哲雄 脳のため光を浴びよ肉を食べよう 和田 秀樹 囲碁打ち方の教科書 高尾 紳路
50代からやりたいこと、やめたこと 金子 由紀子 怒りにとらわれないマインドフルネス 藤井 英雄 読みたいことを、書けばいい。 田中 泰延

「ハッピーな部活」のつくり方 中澤 篤史 親鸞「六つの顔」はなぜ生まれたのか 大澤 絢子 ビジネス英語のプロが教える!会話がはずむ 大島 さくら子
資本主義に出口はあるか 荒谷 大輔 世界遺産百舌鳥・古市古墳群をあるく 久世 仁士 ニューエクスプレスプラス オランダ語（Ｃ 川村 三喜男
ニーチェの顔 氷上 英廣 鎌倉幕府の転換点 永井 晋 やさしいロシア語カタコト会話帳 阿部 昇吉
悪寒 伊岡 瞬 さし絵で楽しむ江戸のくらし 深谷 大 なぜ、この会社には人材が集まるのか? 岡田 晴彦
忘れ形見 岡本 さとる 古代アテネ旅行ガイド フィリップ・マティザック まちの居場所 日本建築学会
あばよっ! 金子 成人 一冊でわかるイギリス史 小林 照夫 賢く建てるお金のかけ方・おさえ方 エクスナレッジ
冬晴れの花嫁 今村 翔吾 令和新修歴代天皇・年号事典 米田 雄介 中国地方の自動車産業 佐伯 靖雄 好きなことしか本気になれない。 南 章行
放課後の厨房男子　3 秋川 滝美 津田梅子 大庭 みな子 服を手放せば、コーデが決まる。 金川 文夫 仕事や転職で悩んだときに伝えたいこと 谷所 健一郎
バラ色の未来 真山 仁 10万円でシルクロード10日間 下川 裕治 これまでの服が似合わなくなったら。 山本 あきこ 仕事の「ムダ」が必ずなくなる超時短術 越川 慎司
無人の稲田 千野 隆司 著作権フリーの作って売れるかわいい布こもの レディブティックシリーズ 決算書はここだけ読もう　2020年版 矢島 雅己
魔弾の射手 知念 実希人 秋冬ニット　2019-20 saita mook 小さな会社の給与計算と社会保　'19～'20年版 池本 修
幼なじみ 鳥羽 亮 予約のとれない家政婦makoの超速(ちょっぱや) mako 就活生・新社会人のためのプレゼンテーショ 赤堀 勝彦
恋女房 鳥羽 亮 ようこそ「料理が苦痛」な人の料理教室へ 本多 理恵子 転職者のための面接回答例　2021年度版 谷所 健一郎
引っ越し大名三千里 土橋 章宏 クックパッド☆栄養士のれしぴ☆BEST100 上地 智子 転職者のための職務経歴書・履　2021年度版 谷所 健一郎
新参者 藤井 邦夫 ちょっとリッチなフライパン煮込み 川上 文代 転職者のための面接突破術　2021年度版 坂本 直文
不信の鎖 堂場 瞬一 賢い冷蔵庫 瀬尾 幸子 売り方の教科書 宮坂 珠理
奈落の偶像 麻見 和史 かしこく暮らす片づけ&収納術 学研インテリアムック
孤篷のひと 葉室 麟
国境の銃弾 濱 嘉之 『賢い冷蔵庫』 瀬尾 幸子
入門万葉集 上野 誠 生きづらさについて考える 内田 樹
銀河帝国は必要か? 稲葉 振一郎 「いいね!」戦争 P.W.シンガー
暗殺者の追跡　上・下 マーク・グリーニー 人生をぐるっと変えるまるっと経済学 澤 昭人
ひとり旅立つ少年よ ボストン・テラン 人口で語る世界史 ポール・モーランド
ブラックバード マイケル・フィーゲル 上級国民/下級国民 橘 玲
サイコセラピスト アレックス・マイクリーディーズ 「差別はいけない」とみんないうけれど。 綿野 恵太

若者は社会を変えられるか? 中西 新太郎

『引っ越し大名三千里』 土橋 章宏 水害列島 土屋 信行 これ一冊で安心相続の諸手続き　19-20年版 堀 招子
隠れ教育費 柳澤 靖明 そば学 井上 直人 済ませておきたい死後の手続き 岡 信太郎
障害のある子どもへのサポートナビ 松浦 俊弥 ルネサンス庭園の精神史 桑木野 幸司 ポイントで理解する消費税改正 椿 隆
21世紀の「男の子」の親たちへ おおた としまさ 空前絶後の保護猫ライフ!　池崎の家編 サンシャイン池崎 図解わかる相続・相続税 藤井 和哉
親子ゼニ問答 森永 卓郎 グルーマーに必要な「問題犬を扱う」テクニ 中島 かおる 改正消費税実務対応のすべて 齋藤 文雄
ドラゴンの教科書 ダグラス・ナイルズ 猫にもできる超簡単トレーニング ジョー=ロージー・ハフェンデン 明日、相談を受けても大丈夫!ハラスメント 横山 佳枝

絶望の林業 田中 淳夫 すぐに役立つ入門図解最新介護保険<サービ 若林 美佳
飼える!ふやせる!メダカの本 月刊アクアライフ編集部

伊藤まさこの買いものバンザイ! 伊藤 まさこ
戦下の淡き光 マイケル・オンダーチェ ハラル製品 並河 良一
アウシュヴィッツのタトゥー係 ヘザー・モリス これで安心!働きながら介護する 川上 由里子
エレベーター ジェイソン・レナルズ マンガでわかる無理をしない介護 福辺 節子
休日はコーヒーショップで謎解きを ロバート・ロプレスティ 発達障害の私が夫と普通に暮らすために書い ななしのうい
蝶を飼う男 シャルル・バルバラ ぼくの美術帖 原田 治 認知症の親を介護している人の心を守る本 西村 知香
モンテーニュの言葉 モンテーニュ 線で奏でるJAZZ 徳持 耕一郎 大腸がん病後のケアと食事 上野 秀樹

図説英国ティーカップの歴史 Cha Tea紅茶教室
『休日はコーヒーショップで謎解きを』 ロバート・ロプレスティ 時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ エコクラフトの基礎 レディブティックシリーズ

今の空から天気を予想できる本 武田 康男 歌舞伎さんぽ 小田 豊二
きのこのなぐさめ ロン・リット・ウーン すっごくもりあがる児童劇シナリオ 福田 哲男
菌は語る 星野 保 基礎から学ぶ!スポーツテーピング 高橋 仁
水族館の歴史 ベアント・ブルンナー オリンピック全大会 武田 薫
家のネコと野生のネコ 澤井 聖一
定年不調 石蔵 文信 『線で奏でるJAZZ』 徳持 耕一郎
聞こえているのに聞き取れないAPD聴覚情報処 平野 浩二
内科医と歯科医が教える病気知らずの食べ方 栗原 毅

できるゼロからはじめるパソコン超入門 法林 岳之 女子栄養大学の疲れをとるもやしレモン 三浦 理代 自律神経の名医が教える長生き事典 小林 弘幸
まなの本棚 芦田 愛菜 いのちの終いかた 下村 幸子 「自立できる体」をつくる 湯浅 景元
「カッコいい」とは何か 平野 啓一郎 どう食べるかはどう生きるか 大森 一慧 コピーして使えるシニアの漢字パズル&脳トレ遊び 脳トレーニング研究会

『マンガでわかる無理をしない介護』　福辺 節子

『世界遺産百舌鳥・古市古墳群をあるく』　久世 仁士

『生きづらさについて考える』　内田 樹

『好きなことしか本気になれない。』　南 章行

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

譜代大名でありながら生涯に七度の国替えを
させられた松平直矩。またもや幕府から国替
えを命じられたものの、「引っ越し奉行」の役目
を継がされたのは、引きこもり侍と後ろ指を指
される若輩者の片桐春之介だった…。

この国の「暗さの原因」がわかれば、次に
打つ手が見えてくる-。時代がどうあれ生
き延びてゆくためのウチダ流哲学&ニッポ
ン再生論。さまざまな媒体に書いたエッ
セイを集成。

殺人事件が起きたコーヒーハウスで、ツケを
チャラにするため犯人探しを引き受けた詩
人が、探偵として謎解きを繰り広げる「赤い
封筒」など、短編の名手によるバラエティ豊
かな9編を収録する。

食材を長もちさせる、むだにしない、忙しい
日に助かる、とっても簡単なのにグッとおい
しい…。レンチンにんじん、たまねぎマヨネー
ズ、にらしょうゆなど、超かんたん下ごしらえ
術を紹介する。

介護に関する基本的な事柄をマンガとともにわ
かりやすく説明。介護保険の手続き・サービス
内容、費用、医療、介護方法等について解説し、
何年か続く介護生活に必要な知識、そして最期
を迎えるまでの大まかな流れも紹介する。

健 康 長 寿

キャリアアップよりも大事なのは、自分のス
トーリーを生きること。「正解のない世界」で
セルフリーダーシップを発揮して意思決定を
し、自分を活かし、生きて、働いて、食べて、
楽しんで、愛するための方法を考える。

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。

建築用材の鉄筋を溶接してジャズの世界観
を構築する「鉄筋彫刻」という新ジャンルを
拓いた作家、徳持耕一郎の作品集。マイル
ス・デイヴィスらジャズ界の巨人を描いた銅
版画など30年の活動の全貌を収録する。
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