
ネルソン・マンデラ 新井 淳也 きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ 荒井 良二
しりたいな全国のまちづくり　2 岡田 知弘 こねこをひろったけどそだててみたら… 新井 洋行
PEACE AND MEわたしの平和 アリ・ウィンター ゾウのともだちフンパーディンク ショーン・テイラー
おばあちゃんの小さかったとき おち とよこ まげすけさんとしゃべるどうぐ 太田 大輔
おじいちゃんの小さかったとき 塩野 米松 すてきってなんだろう? アントネッラ・カペッティ

新恐竜 ドゥーガル・ディクソン 巨大空港 鎌田 歩
アフターマン ドゥーガル・ディクソン しろとくろ きくち ちき
鳥のふしぎ　1～3 平野 敏明 こびとのおうち 鬼頭 祈
追跡!ごみのゆくえ 燃やすごみ 吉田 忠正 チェクポ イ チュニ
風を切って走りたい! 高橋 うらら なかよしの水 ジョン・キラカ 廃墟の白墨 遠田 潤子
未来を変えるロボット図鑑 ルーシー・ロジャーズ きみののぞみはなんですか? 五味 太郎 死にゆく者の祈り 中山 七里
メダカからはじめるアクアリウム 月刊アクアライフ編集部 おばあちゃん、ぼくにできることある? ジェシカ・シェパード 鉄の楽園 楡 周平
新幹線大百科 「旅と鉄道」編集部 ほら、ここにいるよ オリヴァー・ジェファーズ 私の家 青山 七恵 競歩王 額賀 澪
わたし、ピアノすきかも 轟 千尋 わんぱくだんのてんぐのすむやま ゆきの ゆみこ 計策師 赤神 諒 ロス男 平岡 陽明
スポーツの迷路 香川 元太郎 くるまがいっぱい! リチャード・スキャリー 人を乞う あさの あつこ 犯人選挙 深水 黎一郎
こどもきせつのことば絵じてん 神野 紗希 ともだちしょうかいしようかい tupera tupera どうしても生きてる 朝井 リョウ カッコウの微笑み 福田 和代
アジアのおはなし、読んでみよう 「世界の子どもたち」の会訳 ゾウ ジェニ・デズモンド オーガ<ニ>ズム 阿部 和重 時空旅行者の砂時計 方丈 貴恵
しぶがきほしがきあまいかき 石川 えりこ 頂上捜査 安東 能明 読書実録 保坂 和志
世界一クラブ　7 大空 なつき 不審者 伊岡 瞬 人間 又吉 直樹
よるのまんなか おくはら ゆめ 天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐 貴久 記憶の盆をどり 町田 康
モンスター・ホテルでオリンピック 柏葉 幸子 湘南夫人 石原 慎太郎 極上の罠をあなたに 深木 章子
きつねの橋 久保田 香里 神とさざなみの密室 市川 憂人 スカーレット　上 水橋 文美江
ねこの町のホテル プチモンド 小手鞠 るい きみはだれかのどうでもいい人 伊藤 朱里 また明日 群 ようこ
モノクロームの不思議 斉藤 洋 明日の僕に風が吹く 乾 ルカ 彼女たちの犯罪 横関 大
きつねの時間 蓼内 明子 そらまめくんのおやすみなさい なかや みわ ベーシックインカム 井上 真偽 逃亡小説集 吉田 修一
モン太くんのハロウィーン 土屋 富士夫 おつきさまひとつずつ 長野 ヒデ子 二人のカリスマ　上・下 江上 剛 アンジュと頭獅王 吉田 修一
ホカリさんとあきのてがみ はせがわ さとみ いっしょにいこうよ 長田 真作 ライオンのおやつ 小川 糸 イモムシ偏愛記 吉野 万理子
フルーツふれんずスイカちゃん 村上 しいこ なんにかわるかな? パット・ハッチンス 小箱 小川 洋子 Iの悲劇 米澤 穂信
ヤナギ通りのおばけやしき ルイス・スロボドキン こうさくはっちゃん おすしやさん ひらぎ みつえ 縁 小野寺 史宜 虹のような黒 連城 三紀彦
ピノピノとおひるね　1・2 ロベルト・ピウミーニ あきのセーターをつくりに 石井 睦美 祝祭と予感 恩田 陸

でんぐりごろりん ふくだ じゅんこ ブラックシープ・キーパー 柿本 みづほ 『人間』 又吉 直樹
『よるのまんなか』 おくはら ゆめ おかしなおきゃくさま ペク ヒナ 菊花の仇討ち 梶 よう子

こんがらがったい 星野 イクミ 本好きの下剋上　第4部 8 香月 美夜
はじめてのともだち 中川 素子 定価のない本 門井 慶喜
まじょまじょランド ませぎ りえこ 怪盗探偵山猫　6 神永 学
グリドングリドン 宮西 達也 虎を追う 櫛木 理宇
そっくりこ 中川 ひろたか 逃避行 小杉 健治
ようかいオリリンピック めぐろ みよ 昭和40年男 佐川 光晴
アンパンマンともぐりん やなせ たかし ナポレオン　3 佐藤 賢一
ぼく、こわかったんだ 横須賀 香 名残の花 澤田 瞳子 迷いながら生きていく 五木 寛之

ONE PIECE勝利学 山田 吉彦 あひるがあるいてあいうえお わらべ きみか 夏服を着た恋人たち 小路 幸也 育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ 小川 糸
思春期の心とからだ図鑑 ロバート・ウィンストン ゆきのひにあえたら ワン ユーウェイ 義元、遼たり 鈴木 英治 ドナルド・キーンの東京下町日記 ドナルド・キーン
スポーツと君たち 佐藤 善人 まほり 高田 大介 鴻上尚史のほがらか人生相談 鴻上 尚史
境い目なしの世界 角野 栄子 『グリドングリドン』 宮西 達也 ムゲンのi　上・下 知念 実希人 97歳の悩み相談 瀬戸内 寂聴
Re:ゼロから始める異世界生活　21 長月 達平 髪結おれん 千野 隆司 べらぼうくん 万城目 学
スベらない同盟 にかいどう 青 巡礼の家 天童 荒太 旅の作法、人生の極意 山本 一力
オオカミが来た朝 ジュディス・クラーク 奔る男 堂場 瞬一 介護のうしろから「がん」が来た! 篠田 節子

『境い目なしの世界』 角野 栄子 『ライオンのおやつ』 小川 糸 『べらぼうくん』 万城目 学

ココだけおさえればOK!育児 渡辺 とよ子
ココだけおさえればOK!離乳食 上田 玲子

『すてきってなんだろう?』 アントネッラ・カペッティ

日 本 の 文 学 ・ 小 説

若くして余命を告げられた雫は、残りの日々を
瀬戸内の島のホスピスで過ごすことを決めた。
穏やかな景色の中、本当にしたかったことを考
える雫。ホスピスでは毎週日曜日、入居者がリ
クエストできる「おやつの時間」があって…。

9/25～10/23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から予約ができます。

「水たまりをのぞいたら、そこに映っていた
のは青い空だった」 川べりを俯き歩く万城
目青年は、いかにして作家としての芽を育
てたか。万城目ワールド誕生前夜を描く青
春記。『週刊文春』連載を単行本化。

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 11月号

昼間とは別の時間が流れている“夜”を描
いた童話集。星空を見上げる冷蔵庫、恋を
してねむれないかまきりくん、お母さんとお
父さんの横で静かに目を覚ました赤ちゃん
…。想像力がふくらむ5つのおはなし。

子 育 て 支 援
クラスメイトのミリと意気投合したヤエ。しか
し、そのうちミリが学校を休むようになり、憧
れの男子コウまでも休みがちに。街でコウ
を見かけ後を追ったヤエは、不気味なフィ
ギュアだらけの建物に飛び込んで…。

ぐうたらな王様が、「グリドングリドン」と唱
えると何にでも変わる魔法のドングリを手
に入れた。好き放題したあげく、猫に変身
するが…。『おはなしひかりのくに』掲載を
再編集。

38歳の誕生日に届いた、ある騒動の報せ。
何者かになろうとあがいた季節の果てで、
かつての若者達を待ち受けていたものと
は? 又吉直樹、初の長編小説。『毎日新聞』
連載を加筆し単行本化。

のんきに暮らしていたいもむしは、ある日、
人間の子どもから「すてきないもむしさん
ね」と言われました。「すてき」とはいったい
なんのことでしょう。いもむしは、森のどうぶ
つたちに聞いてまわり…。



黄緑のネームプレート 赤川 次郎 鳥取県平成史１９８９-２０１９ 新日本海新聞社 理科の謎、きちんと説明できますか? 左巻 健男 絵本むかし話ですよ　2 五味 太郎
魔性 明野 照葉 新松平定安公伝 寺井 敏夫 科学者が消える 岩本 宣明 JAPAN BLUE藍染ガイドブック 辻岡 ピギー
カナダ金貨の謎 有栖川 有栖 出雲大社の宝物と門前町の伝統 いづも財団 美しい幾何学 谷 克彦 くすだま折りの花小物 久保 満里子
謹慎 稲葉 稔 宮沢賢治の地学実習 柴山 元彦 歌舞伎はじめて案内手帖 君野 倫子
破綻の音 上田 秀人 歴史の中の植物 遠山 茂樹 老いの重荷は神の賜物 樹木 希林
トラブルメーカー 梶永 正史 その道のプロに聞く生きもののワォ! 松橋 利光 いちばんわかりやすいテーピング 花岡 美智子
見えない敵 小杉 健治 日本のカメ・トカゲ・ヘビ 富田 京一 筋肉女子 米澤 泉
夏燕ノ道 佐伯 泰英 いのちは輝く 松永 正訓 ロープワーク 水野 隆信
驟雨ノ町 佐伯 泰英 脳HACK大全 茂木 健一郎 将棋戦法事典100+ 将棋世界編集部
ふうふうつみれ鍋 坂井 希久子 温泉・森林浴と健康 森本 兼曩 魔法の文章講座 ナカムラ クニオ
鯖猫長屋ふしぎ草紙　7 田牧 大和 紅茶セラピー 斉藤 由美 新ゼロからスタート中国語単語 王 丹
強奪 鳥羽 亮
やってみなきゃ 野口 卓 『いのちは輝く』 松永 正訓
草紙屋薬楽堂ふしぎ始末　5 平谷 美樹 イノベーターズ　1・2 ウォルター・アイザックソン

PO守護神の槍 深町 秋生 学校司書研修ガイドブック 学校図書館まなびの会 パソコン仕事術全事典 トップスタジオ
高校事変　3 松岡 圭祐 外国人労働者受け入れを問う 宮島 喬 まず読む!補助金・助成金 宮澤 猛
光秀 冲方 丁 過労死110番 森岡 孝二 頭がよくなるメモ・ノート術 仕事の教科書編集部
わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　11 望月 麻衣 ほんとうの「哲学」の話をしよう 岡本 裕一朗 部下の心が折れる前に読む本 刀禰 真之介
ホームズの娘 横関 大 人生を変える記録の力 メンタリストDaiGo 「就活ひきこもり」から脱出する本 今村 邦之
提灯奉行　3 和久田 正明 おだやかに生きるための人生相談 美輪 明宏 無敵の転職 森本 千賀子
悪夢の絆 和田 はつ子 縄文の神が息づく一宮の秘密 戸矢 学 就職活動1冊目の教科書 就活塾キャリアアカデミー

雪が白いとき、かつそのときに限り 陸 秋槎 使える禅 枡野 俊明 海洋プラスチック汚染 中嶋 亮太 すべてはミルクから始まった 高橋 浩夫
行動経済学の使い方 大竹 文雄 日本国の正体 孫崎 享 奈良の寺々 太田 博太郎 スーパーマーケット近未来戦略 水元 仁志
「国境なき医師団」になろう! いとう せいこう 戸籍が語る古代の家族 今津 勝紀 昭和モダン建築巡礼　1945-64 磯 達雄 ブランディング7つの原則　実践編 インターブランドジャパン

ダイエット幻想 磯野 真穂 パリ2000年の歴史を歩く 大島 信三 スピーカー技術の100年　2 佐伯 多門
なぜ科学を学ぶのか 池内 了 新・天皇論 保阪 正康 わかる!使える!乾燥入門 立元 雄治
月はすごい 佐伯 和人 世界をおどらせた地図 エドワード・ブルック=ヒッチング おしゃれは7、8割でいい 地曳 いく子

コスパ家事 kayoko

『カナダ金貨の謎』 有栖川 有栖 『人生を変える記録の力』 メンタリストDaiGo 長く着られる大人服 香田 あおい
もっと遊ぼう!フェルトおままごと 寺西 恵里子
ぐるぐる編みのメビウススヌ∞ド ベルンド・ケストラー
とっておきの冷凍作りおき 青山 清美
有元葉子 油揚げ、豆腐、こんにゃく 有元 葉子
野菜がおいしすぎる作りおき 中井 エリカ
イギリスのお菓子と暮らし 北野 佐久子 Q&Aハラスメントをめぐる諸問題 山梨県弁護士会集
ありのまま育児法 新井 爽月 わかりやすい宅地建物取引業法 周藤 利一

銀河の果ての落とし穴 エトガル・ケレット スノーデン・ファイル徹底検証 小笠原 みどり
カッティング・エッジ ジェフリー・ディーヴァー 憲法九条は世界遺産 古賀 誠
八人の招待客 Q.パトリック クルーグマンマクロ経済学 ポール・クルーグマン 人が集まる場所をつくる 国分 裕正 半ダース介護 井上 きみどり
世界のはての少年 ジェラルディン・マコックラン 「伝えたつもり」をなくす本 中山 マコト きぼうしゅうらく 佐藤 可奈子 がん消滅 中村 祐輔
赤の大地と失われた花 ホリー・リングランド 人口減少社会のデザイン 広井 良典 タネの未来 小林 宙 いきる いかす いかされる 吉崎 グレイス
ケミストリー ウェイク・ワン みんなにお金を配ったら アニー・ローリー 川口由一自然農 川口 由一 親の介護をしないとダメですか? 吉田 潮
ガール・コード ソフィー・ハウザー 自治体災害対策の基礎 千葉 実 オーガニック植木屋の剪定術 ひきちガーデンサービス

アムラス トーマス・ベルンハルト 「いじめ」をなくす! IWA JAPAN 会えなくなっても、ずっといっしょ 関 まさひろ
セロトニン ミシェル・ウエルベック 2020年からの新しい学力 石川 一郎 潜入ルポamazon帝国 横田 増生
シンコ・エスキーナス街の罠 マリオ・バルガス=リョサ 図説ヨーロッパから見た狼の文化史 ミシェル・パストゥロー 鉄道ダイヤがつくれる本 高木 亮

『ガール・コード』 ソフィー・ハウザー 『タネの未来』 小林 宙

脳活性手芸 レディブティックシリーズ

『出雲大社の宝物と門前町の伝統』　いづも財団

『「伝えたつもり」をなくす本』　中山 マコト

『すべてはミルクから始まった』　高橋 浩夫

『いきる いかす いかされる』　吉崎 グレイス

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

殺害現場から持ち去られていた1枚の「金貨」。
完全犯罪を計画していた犯人を、臨床犯罪学
者・火村英生と推理作家・有栖川有栖がロ
ジックで追い詰める! 表題作ほか、「船長が死
んだ夜」「エア・キャット」など全5編を収録。

郷 土

プレゼン、会議、雑談、恋愛、すべてで使える! 
広告・販促プランナー、コピープランナーとして
長年活躍する著者が、豊富な経験と最新の心
理学・行動経済学に裏づけされた、「相手を動
かす一流の伝え方」をやさしく解説する。

生理タブー風刺ゲームを作ったことから、す
べては始まった-。ニューヨーク公共図書館ベ
ストブック2017、米国児童図書評議会の高校
生以下向けベストSTEM図書に選出された、
女の子たちの痛快サクセスストーリー。

15歳でタネの会社を起業した著者は、現在高
校2年生。日本の各地域の伝統野菜を守るた
め、タネ流通の新しい仕組みづくりを目指す彼
が、なぜタネが大事なのか、タネ業界を今後
どう変えていこうとしているのかなどを綴る。

同じ目線で認知症の方々と向き合い、「い
きいき」と働ける、心が動く毎日に感謝して、
今日も人と人との付き合いは広がっていく-。
29歳で認知症対応型通所介護施設を立ち
上げた著者が、介護への想いを綴る。

島根県出雲市大社町の「吉兆神事」がいつごろ
から、どのような目的で執り行われるようになっ
たのかを解明する。いづも財団が平成29年度
に開催した第Ⅴ期公開講座の内容をまとめた
もの。神謡・船謡の実演を収めたDVD付き。

健 康 長 寿

ネスカフェ、キットカット、ペリエ、ピュリナ…。山
と湖の国スイスから、なぜ、多種多様な食品事
業を展開するスーパーグローバル企業が生ま
れたのか。地球上の隅々の国まで進出する
“食の巨人”ネスレの全容を明らかにする。モチベーション、目標達成、問題解決、コ

ミュニケーション、メンタル…。紙に書けば、
うまくいく! 心理療法で使われる記録術を
ベースに、さまざまな悩みを解決してくれる
記録用紙とその書き方を紹介する。

障害児を授かった時、私たちは何を思いどう
行動するか。幼い命をめぐり、親が障害を受容
することの難しさや、医師の苦悩、出生前診断
技術の進歩によって深まる迷いなどを綴る。医
療サイト『ヨミドクター』連載に加筆し書籍化。

法 律 情 報


