
アベベのぼうけん　おどろきの上巻 佐藤 雅彦 ねこの結婚式 安房 直子
生き抜くチカラ 為末 大 おやすみのえほん いしかわ こうじ
安倍晴明 加来 耕三 ごめんなさい! いもと ようこ
世の中のしくみ 小学校社会科授業づくり研究会 広重の絵本 歌川 広重
弁護士・検察官・裁判官の一日 WILLこども知育研究所 たたたんたたたん 内田 麟太郎
くらす、はたらく、経済のはなし　2 山田 博文 ふみきりくん えのもと えつこ
世界の鉱物・岩石・化石・貝・大図鑑 ダン・グリーン とんでいったふうせんは ジェシー・オリベロス
よくわかるがんの話　1～3 林 和彦 北斎の絵本 葛飾 北斎
感染症キャラクターえほん　1～5 おかだ はるえ あさくさかな 加藤 休ミ
だんだんできてくる　1 鹿島建設株式会社 おそろしいよる きむら ゆういち お菓子放浪記 西村 滋
捨て犬・未来とどうぶつのお医者さん 今西 乃子 わたしの糸 トーリル・コーヴェ 目を見て話せない 似鳥 鶏
みんなで楽しもう!UDスポーツ　1 大熊 廣明 おこりたくなったらやってみて! オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ タスキメシ-箱根- 額賀 澪

こわくなったらやってみて! オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ いもうと 赤川 次郎 星と龍 葉室 麟

『生き抜くチカラ』 為末 大 かなしくなったらやってみて! オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ ひとり旅日和 秋川 滝美 ザ・ロイヤルファミリー 早見 和真
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 グッドバイ 朝井 まかて 風神雷神　上・下 原田 マハ
おやさいしろくま 柴田 ケイコ 監禁探偵 我孫子 武丸 しねるくすり 平沼 正樹
ゆめみるどうぶつたち イザベル・シムレール 十三の海鳴り 安部 龍太郎 時を壊した彼女 古野 まほろ
あめふりぼうず せな けいこ ブラックリスト 伊兼 源太郎 背中の蜘蛛 誉田 哲也

小説孤独のグルメ　望郷篇 壹岐 真也 ショパンゾンビ・コンテスタント 町屋 良平
めっちゃ好きやねん 新井 けいこ 殺し屋、続けてます。 石持 浅海 きみの正義は 水生 大海
もうひとつの曲がり角 岩瀬 成子 潮待ちの宿 伊東 潤 カエルの小指 道尾 秀介
みかん、好き? 魚住 直子 本意に非ず 上田 秀人 生命式 村田 沙耶香
ようかいとりものちょう乙　10 大崎 悌造 最果ての決闘者 逢坂 剛 ヤオと七つの時空(とき)の謎 芦辺 拓
だれもしらない図書館のひみつ 北川 チハル 通夜女 大山 淳子 源匣記 矢野 隆
魔女のいじわるラムネ 草野 あきこ 彼方のゴールド 大崎 梢 戦争獣戦争 山田 正紀
ふしぎないどうどうぶつえん くさの たき はっぱのゆうびんやさん 高田 桂子 わたしは誰も看たくない 小原 周子 ファーストクラッシュ 山田 詠美
おばけひめがやってきた! むらい かよ かぜがふくふく 田島 征三 本好きの下剋上　短編集1 香月 美夜 みちづれの猫 唯川 恵
山のちょうじょうの木のてっぺん 最上 一平 おもしりとり 田中 六大 賞金稼ぎスリーサム! 川瀬 七緒 怪談飯屋古狸 輪渡 颯介
犬がすきなぼくとおじさんとシロ 山本 悦子 チリとチリリあめのひのおはなし どい かや レームダックの村 神林 長平
ハートウッドホテル　3 ケイリー・ジョージ おもちさんがね… とよた かずひこ 飛べないカラス 木内 一裕 『タスキメシ-箱根-』 額賀 澪
名探偵カッレ 城跡の謎 アストリッド・リンドグレーン おおにしせんせい 長谷川 義史 純、文学 北野 武

じゃがいもひめとさつまいもひめ はらぺこめがね 紅子 北原 真理
たいこ 樋勝 朋巳 テレビドラマよ永遠に 鯨 統一郎
ねこおどる 広瀬 克也 スワン 呉 勝浩
あいぼうはどこへ? ジョシュ・ファンク トリニティ、トリニティ、トリニティ 小林 エリカ
にだんベッドだいすき! ほそい さつき サンズイ 笹本 稜平
ねことねこ 町田 尚子 黄金列車 佐藤 亜紀
ちいばあちゃんのひみつ 間宮 浩美 日照雨 志川 節子
ひとりでおとまり まるやま あやこ 夜はおしまい 島本 理生 倒れるときは前のめり　ふたたび 有川 ひろ
おでんのおうさま 山本 祐司 新蔵唐行き 志水 辰夫 大人の流儀　9 伊集院 静
ムーミントロールと金のはっぱ トーベ・ヤンソン 掌篇歳時記　秋冬 西村 賢太 希望という名のアナログ日記 角田 光代

江戸川乱歩傑作選（ラダーシリーズ） 江戸川 乱歩 あおいアヒル リリア 神を喰らう者たち 新堂 冬樹 ひみつのしつもん 岸本 佐知子
月夜とめがね 小川 未明 いれてくやさーい わたなべ あや ゆゆのつづき 高楼 方子 三人寄れば無礼講 清水 ミチコ
ソードアート・オンライン　22 川原 礫 さんかく 千早 茜 人間の芯 曽野 綾子
学園キノ　6 時雨沢 恵一 『にだんベッドだいすき!』 ほそい さつき ツナグ 辻村 深月 この世の景色 早坂 暁
5分後に意外な結末ベスト・セレクション 桃戸 ハル 鬼人幻燈抄　2 中西 モトオ しらふで生きる 町田 康
マイク アンドリュー・ノリス 沈黙の目撃者 西澤 保彦 アンチ整理術 森 博嗣

『マイク』 アンドリュー・ノリス 『さんかく』 千早 茜

365日マネするだけ離乳食 手作り離乳食 by ninaru

『希望という名のアナログ日記』　角田 光代

『犬がすきなぼくとおじさんとシロ』　山本 悦子

『とんでいったふうせんは』　ジェシー・オリベロス

日 本 の 文 学 ・ 小 説

古い京町家で暮らす夕香と同居することに
なった正和。理由は“食の趣味”が合うから。
けれど恋人の華には言えなくて…。三角関
係未満の揺れ動く女、男、女の物語。『新刊
ニュース』連載を加筆・訂正。

10/24～11/20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。

角田光代のエッセイ集。半生を振り返る回
想から、愛してやまない忌野清志郎論、シャ
ネルNo5のドキュメント、そして、恋愛と結婚、
美味しい旅の記憶までを鮮やかに描く。ほ
か、短篇「それぞれのウィーン」も収録。

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 12月号

犬って、いいな。かわいいなあ-。犬が飼い
たい小学4年生の海斗の前にあらわれたシ
ロは、あるおじさんが飼っている犬で…。せ
つなく、あたたかい物語。『飛ぶ教室』掲載
を加筆修正。

子 育 て 支 援

ケンとミナは、今日から二段ベッドで寝るこ
とに。下の段に寝ることになったケンは、面
白くありません。でも、良いことを思いつき…。
二段ベッドをめぐる兄妹の楽しいおはなし。
『おはなしメイト』掲載を加筆し書籍化。

あの眞家早馬が「駅伝」の世界に戻ってき
た! 大学卒業後、いったんは就職した早馬
は、弱小・紫峰大学駅伝部のアシスタント
コーチとして、部員たちと箱根駅伝初出場を
目指すことになり…。

「走りながら考える。正解を求めすぎない」
「「努力」は「夢中」に勝てない」…。元陸上選
手の為末大が、「どうすれば人は、自由に、
しなやかに生きていけるのか」を、等身大の
ことばでこどもたちに伝える。

みんなが持っている「思い出」のふうせん。
ある日、おじいちゃんの手を離れてふうせ
んが飛んでいったのに、おじいちゃんは気
づかなくて…。アルツハイマー病を発症した
祖父と、優しい孫の姿を描いた絵本。

両親の期待を受け、プロテニス選手を目指
す15歳のフロイド。ある大事な試合中、見
知らぬ男マイクがコートに現れた。どうやら
マイクは、他の人には見えていないらしく…。
人生の岐路に立つすべての人に贈る、珠
玉の青春小説。



世界一やさしい!細胞図鑑 鈴川 茂 ALL BLACKS ピーター・ビルズ
四十肩・五十肩は自分で治せる! 酒井 慎太郎 投げない怪物 柳川 悠二
川崎病 三浦 大 マボロシの茶道具図鑑 依田 徹

天空の鏡 麻見 和史 ゴールからはじめるC# 菅原 朋子 筋肉・肌・目・耳の“若返り”健康法 「きょうの健康」番組制作班 マンガでわかる囲碁入門 井山 裕太
黒白の起点 梓 林太郎 霧中の読書 荒川 洋治 さば缶大百科 白澤 卓二 もっと夢中になる!トランプの本 草場 純
はないちもんめ梅酒の香 有馬 美季子 世界の本屋さんめぐり ナカムラ クニオ 一流の「話し方」全技術 井上 健哉
続揺 上田 秀人 「少年」「少女」の誕生 今田 絵里香 やり直し英語革命 新村 真也
おたみ海舟恋仲 植松 三十里 2050年のメディア 下山 進
汝(きみ)よさらば　3 門田 泰明 哲学嫌い 小谷野 敦 発明と技術の百科図鑑 DK社
十五の花板 倉阪 鬼一郎 一億三千万人のための『論語』教室 高橋 源一郎 グレタたったひとりのストライキ マレーナ・エルンマン
蜻蛉の理 小杉 健治 哲学の解剖図鑑 小須田 健 絵で見てわかる伝統建築の図鑑 斉藤 武行 40代で必ずやっておくべき10のこと 『THE21』編集部
まよい道 佐伯 泰英 子どもの心はどう育つのか 佐々木 正美 ロボット法 平野 晋 公務員女子のおしごと帳 村川 美詠
ほおずき灯し 篠 綾子 自分という木の育て方 石村 由起子 美肌成分事典 かずのすけ 企業不祥事を防ぐ 國廣 正
江戸は浅草　2 知野 みさき 禅的生活のすすめ 則竹 秀南 38歳からのビジネスコーデ図鑑 森井 良行 ひとり起業の教科書 藤原 恭子
新・入り婿侍商い帖　1 千野 隆司 危機と人類　上・下 ジャレド・ダイアモンド 「お繕い」で服を育てる。 堀内 春美 説明の技術見るだけノート 鶴野 充茂
浮世の豆腐 中島 久枝 平将門の乱を読み解く 木村 茂光 編み地に注目!ワンダーニットこもの 岡本 啓子 ミニマム・プレゼンテーション 前田 鎌利
飯田線・愛と殺人と 西村 京太郎 韓国がタブーにする日韓併合の真実 崔 基鎬 世界のスープ図鑑 佐藤 政人 任せ切る勇気 宮村 浩気
嶽神伝 風花　上・下 長谷川 卓 教養としての「フランス史」の読み方 福井 憲彦 早ワザ・神ワザ・絶品レンチンごはん タケムラ ダイ 発達障害でも働けますか? 座波 淳
建白書 藤木 桂 偉人たちの辞世の句 若林 良 枝元なほみの今夜はおでん 枝元 なほみ 介護の現場と業界のしくみ 高山 善文
金継ぎの家 ほしお さなえ 野菜の「べんり漬け」 榎本 美沙 女子学生のためのキャリア・デザイン 宇田 美江
ひとの恋路をジャマするヤツは 堀川 アサコ 『哲学の解剖図鑑』 小須田 健 親の健康を守る実家の片づけ方 永井 美穂 踊る町工場 能作 克治
NNNからの使者　4 矢崎 存美 味の素「残業ゼロ」改革 石塚 由紀夫
ESP 矢月 秀作 『世界のスープ図鑑』 佐藤 政人 売れない時代にすぐ売る技術 大原 昌人
わらしべ悪党 和田 はつ子 時短の科学 内藤 耕
熊の皮 ジェイムズ・A.マクラフリン パッ!と伝わる社会人の文章ルール 出口 汪
翡翠城市 フォンダ・リー

『踊る町工場』 能作 克治
『金継ぎの家』 ほしお さなえ

長谷川慶太郎の大局を読む　2020 長谷川 慶太郎
核軍縮の現代史 瀬川 高央
聖徳太子『十七条憲法』を読む 岡野 守也 図解知識ゼロからのコメ入門 八木 宏典
消費税10%後の日本経済 安達 誠司 ニッポンの地紅茶《完全ガイド》 藤原 一輝
やさしい日本と世界の経済の話 熊野 剛雄 トマトの歴史 クラリッサ・ハイマン
思考法図鑑 アンド しかけに感動する「東京名庭園」 烏賀陽 百合
誰とでも会話が続く相づちのコツ 齊藤 勇 犬にいいものわるいもの 臼杵 新 離婚すると決めたら読む本 ベリーベスト法律事務所

赤い髪の女 オルハン・パムク 自衛隊防災BOOK　2 マガジンハウス 猫にいいものわるいもの 臼杵 新 わかりやすい相続登記の手続 日本法令不動産登記研究会

終わりなき探求 パール・S.バック とっておき!クリスマス ポット編集部 おいしいチーズの事典 久田 早苗
オーバーストーリー リチャード・パワーズ スマホをおいて、ぼくをハグして! 司馬 理英子 観光ブランドの教科書 岩崎 邦彦
ヒア・アイ・アム ジョナサン・サフラン・フォア マリー・アントワネットの衣裳部屋 内村 理奈
74歳の日記 メイ・サートン ユネスコ世界の無形文化遺産 マッシモ・チェンティーニ がんになったらまず読む本 保坂 隆
パードレはもういない　上・下 サンドローネ・ダツィエーリ ぼけますから、よろしくお願いします。 信友 直子

『74歳の日記』 メイ・サートン
黄金比 ゲイリー・B.マイスナー

宇宙の地政学　上・下 ニール・ドグラース・タイソン 寝ながらできる認知症予防　1 山崎 律子
世界でいちばん素敵な月の教室 浦 智史 60代から頭がよくなる本 高島 徹治
光る化石 土屋 香 50歳から元気になる生き方 武田 邦彦
進化と絶滅 渡辺 政隆 脳が若返る15の習慣 飛松 省三
ウニハンドブック 田中 颯 すぐわかる正倉院の美術 米田 雄介 逆説の長寿力21カ条 名郷 直樹

大きな紙にかく絵手紙 浅田 美知子
日本の美しい幻想風景 日本風景写真家協会

白鳳・天平文化の華 中原　斉 六古窯を訪ねる 森 孝一
古代出雲王国と神々の伝承 木村 博昭 折り紙のバラとくすだま 中 一隆
山陰の戦国史跡を歩く　島根編 加賀 康之 クラシック名曲全史 松田 亜有子
創発的営み 寺谷 篤志 いだてん　完結編 宮藤 官九郎
夢の翳 TEIKO SHIOTANI 箱根奪取 佐藤 俊

『世界でいちばん素敵な月の教室』　浦 智史

『ニッポンの地紅茶《完全ガイド》』 藤原 一輝

『50歳から元気になる生き方』　武田 邦彦

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2年生の真緒と暮らす祖母・千絵の仕事
は、割れた器を修復する「金継ぎ」。真緒はあ
る日、漆のかんざしを見つける。それを目にし
た千絵の困惑と故郷・飛驒高山への思い。夏
休み、2人は千絵の記憶をたどる旅に出る-。

郷 土

73歳の冬に脳梗塞を起こし、気づいたこと
があった。「健康な人には分からないことが
ある」と-。どんなときにも人生の探検者であ
りつづける詩人で小説家のサートンが、ふ
たたび元気になるまでを綴った日記。

地酒、地ビール同様、地域の特性が現れた
紅茶“地紅茶”に注目が集まっている。東
北・関東・甲信越から九州・沖縄まで、エリ
ア別に地紅茶を紹介し、茶葉と水色、価格、
おすすめの淹れ方などを掲載する。

「儲けろ、利益を出せ」とは一切言わず、営
業なし、社員教育なしで売上10倍! 富山の
片田舎に年間12万人の見学者! 全国から
応募者が殺到中の鋳物メーカー「能作」の
秘密に迫る。

「ときが流れる」とはどういうこと? 「人生」に
意味はあるの? なぜ人を殺してはいけない
の? 「神」って本当にいるの? 世の中の素朴
な疑問にそれぞれの時代を代表する哲学
者が答える。

健 康 長 寿

血圧は気にしなくていい、流行りの健康食に
は要注意、人の役に立つことが長生きのコツ
…。「人生100年時代」を幸せに過ごすために、
年を重ねるほどに丈夫になった理系・工学博
士が、「免疫力を高める」ヒントを説く。

月はいつからあるの? 月食って何? 月に住
める? 「月のうさぎ」は世界共通…? 月に関
する素朴な疑問にQ&A方式で答える。美し
い夜空の写真やかわいいイラストを満載し
た、お月さまが身近になる本。

手軽に作れて、野菜や肉などの食材を1品で
摂れる「スープ」。アイルランドのギネス・スー
プ、スペインのガスパッチョ、中国のジーユー
タンなど、世界各地で食される様々なご当地
スープを、レシピ付きで紹介します。
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