
博学王 DK社集 ゴロゴロゴロゴロ あき びんご
お札に描かれる偉人たち 楠木 誠一郎 かがみとチコリ 角野 栄子
どうなる?これからのお金図鑑 荻原 博子 ひとりでぼっち くすのき しげのり
ゲームの仕事 セガゲームス ノラネコぐんだんカレーライス 工藤 ノリコ
となりの難民 織田 朝日 ミライノイチニチ コマツ シンヤ
科学のふしぎ 海部 陽介 しちふくじんのかみかみレストラン すがの やすのり
実験対決　32 洪 鐘賢 ぽかぽかゆずおふろ すとう あさえ
命のものさし 今西 乃子 きらいきらい! 武田 美穂
見てびっくり肉食と草食の動物学 盛口 満 おみまい 土橋 とし子
プラスチック・スープの地球 ミヒル・ロスカム・アビング かべのすきま 中西 翠 勿忘草の咲く町で 夏川 草介
鉄道 山崎 友也 くまくまパン いちにちパンやさん 西村 敏雄 赤い部屋異聞 法月 綸太郎
食品ロスの大研究 井出 留美 みんなのおすし はらぺこめがね 殺しの許可証(ライセンス) 馳 星周
日本遺産　1・2 文化庁 みーんなねちゃった? オードレイ・プシエ ノッキンオン・ロックドドア　2 青崎 有吾 わが殿　上・下 畠中 恵

居酒屋ぼったくり　おかわり! 秋川 滝美 最後の楽園 服部 まゆみ

『ひとりでぼっち』 くすのき しげのり 大名倒産　上・下 浅田 次郎 うたかた姫 原 宏一
信長、天が誅する 天野 純希 小さな場所 東山 彰良
あたしたち、海へ 井上 荒野 魔法使いと最後の事件 東川 篤哉
間宵の母 歌野 晶午 サイレント・ブルー 樋口 明雄
暗約領域 大沢 在昌 ブルーブラッド 藤田 宜永
約束された移動 小川 洋子 老警 古野 まほろ

きみひろくん いとう みく 図書館のふしぎな時間 福本 友美子 まち 小野寺 史宜 イヴの末裔たちの明日 松崎 有理
ちびだこハッポンの海 井上 夕香 やぎのグッドウィン ドン・フリーマン 歩道橋シネマ 恩田 陸 坂の上の赤い屋根 真梨 幸子
あらいぐまのせんたくもの 大久保 雨咲 パディントンのてんらんかい マイケル・ボンド 私に似ていない彼女 加藤 千恵 黒武御神火御殿 宮部 みゆき
星くずクライミング 樫崎 茜 しろいしろいころわん 間所 ひさこ 自由は死せず 門井 慶喜 変半身(かわりみ) 村田 沙耶香
ぼくのまつり縫い 神戸 遙真 おうさまのこどもたち 三浦 太郎 チンギス紀　6 北方 謙三 ぷくぷく 森沢 明夫
新選組戦記　上 小前 亮 リュックをしょって 村上 康成 信長、天を堕とす 木下 昌輝 ミッドナイツ 山口 雅也
森の診療所ものがたり 竹田津 実 おたんじょうびのおくりもの むらやま けいこ 三つのアリバイ 鯨 統一郎 別れの季節 諸田 玲子
まよなかのくしゃみたいかい 中村 翔子 もしも恐竜とくらしたら 山本 省三 我は景祐 熊谷 達也 後家殺し 山本 一力
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　12 廣嶋 玲子 わたしねこがかいたいの ミシェル・ロビンソン 桃源 黒川 博行 毒牙 吉川 永青
家庭科室の日曜日 村上 しいこ うるさく,しずかに,ひそひそと ロマナ・ロマニーシン 四角い光の連なりが 越谷 オサム 十三階の血 吉川 英梨
キセキのスパゲッティー 山本 省三 せき越えぬ 西條 奈加
希望の図書館 リサ・クライン・ランサム 『もしも恐竜とくらしたら』 山本 省三 花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路 幸也 『黒武御神火御殿』 宮部 みゆき
マジックウッズ戦記　2　上・下 クレシッダ・コーウェル 男はつらいよ お帰り寅さん 山田 洋次
ラグビー・アカデミー　3 トム・パーマー 犯人は、あなたです 新堂 冬樹
フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ 地面師たち 新庄 耕

荒城に白百合ありて 須賀 しのぶ

『新選組戦記　上』 小前 亮 グランドシャトー 高殿 円
大天使はミモザの香り 高野 史緒
山の上のランチタイム 高森 美由紀
如何様 高山 羽根子

大人になる前に知る性のこと 加納 尚美 セバット・ソング 谷村 志穂 着物憑き 加門 七海
講談師・浪曲師になるには 小泉 博明 遠の眠りの 谷崎 由依 聡乃学習(サトスナワチワザヲナラウ) 小林 聡美
ダンス部ノート 石原 久佳 沈黙の狂詩曲(ラプソディ) 日本推理作家協会 気がつけば、終着駅 佐藤 愛子
令和の旗 しのざき こういち 卒業タイムリミット 辻堂 ゆめ 寂聴九十七歳の遺言 瀬戸内 寂聴
X-01　3 あさの あつこ 沃野の刑事 堂場 瞬一 小さいコトが気になります 益田 ミリ

赤ちゃんとママの熟睡スイッチ 小林 麻利子 白銀の墟　玄の月　1～4 小野 不由美 人面瘡探偵 中山 七里 老人流 村松 友視
パパ離乳食はじめます。 本田 よう一 地獄の楽しみ方 京極 夏彦 キッドの運命 中島 京子 おれたちを齧るな! 椎名 誠

『地獄の楽しみ方』 京極 夏彦 『遠の眠りの』 谷崎 由依 『おれたちを齧るな!』 椎名 誠

『お札に描かれる偉人たち』　楠木 誠一郎

『パパ離乳食はじめます。』　本田 よう一

日 本 の 文 学 ・ 小 説

女工として働く絵子は、百貨店の支配人と知
り合う。百貨店には専属の「少女歌劇団」があ
り、絵子は「お話係」として雇ってもらうことに。
看板女優・キヨと仲良くなるが、実は彼女は…。
『すばる』連載を加筆修正して単行本化。

11/21～12/18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。

館山ではカワハギの肝で痛風肝試し、東京湾
の干潟ではアナジャコたちと大激闘。そして、
幻の魚を求めてやってきた能登での行状は、
なんとテレビ放映され…。釣行記シリーズ第7
弾。『週刊ポスト』連載に加筆修正して書籍化。

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2年 1月号

京はおれたちが守る! 近藤勇と試衛館の
面々は、将軍の上洛を機に結成される浪士
組への参加を決め、京に旅立ち…。小間使
いの少年・市之助の視点で描く、あたらしい
“新選組”。

子 育 て 支 援

お父さんの仕事の関係で、恐竜がいる南の
島に引っ越した佑太。恐竜の世話をする一
日の様子を、日記に書き…。恐竜がいる日
常生活を描いた未来のおはなしの絵本。欄
外に恐竜に関する詳細な解説を付す。

おちかに代わり、新たな聞き手は富次郎。
再会した友が、一家離散の怖ろしい真相を
語り始め…。心揺さぶる江戸怪談が、新章
に突入。全4話を収録する。『毎日新聞』連
載を単行本化。

2024年(令和6年)に変わるお札の肖像画の
モデルとなる渋沢栄一、津田梅子、北里柴
三郎は、いつの時代に何をした人たちなの
か。その偉大な足跡が、今日の日本にとっ
てどれだけの意味をもっているのか。3人の
人生を辿る。

ひとりで過ごすことが好きなはなちゃん。友
だちのやさしさにふれ、みんなといっしょの
よさも知っていきます。「ひとり」と「みんな」
の時間を肯定する物語。「ええところ」の姉
妹編。

おっぱいには勝てないけど、離乳食なら作
れる! 先輩パパである著者が体験した失敗
や成功、感じたあれこれを紹介しつつ、パ
パでも作りやすく、ママの負担を軽減できる
離乳食・幼児食のフリージングレシピを紹
介します。

語彙を増やして使いこなすわざを身に着けれ
ば、楽しい人生を送ることができる! 地獄のよ
うなこの世を生き抜くために、言葉の達人・京
極夏彦が「語彙と思考」の関係をレクチャー。
2019年に行われた特別授業を元に再構成。



高血圧でもフレイルは防げる 原田 和昌 ミヤザキワールド スーザン・ネイピア
もしかして、適応障害? 森下 克也 世界一効く体幹トレーニング 中野 ジェームズ修一
「お口のリハビリ」がよくわかる本 日本訪問歯科協会 最高の走り方 弘山 勉

三毛猫ホームズの裁きの日 赤川 次郎 サイバーセキュリティ 松原 実穂子 長生きの方法○と× 米山 公啓 囲碁・トップ棋士4人による打碁詳解 彦坂 直人
愚者の檻 麻見 和史 これからの図書館 谷一 文子 アロマテラピーレシピ事典 栗原 冬子 日本語をつかまえろ! 飯間 浩明
木曽川哀しみの殺人連鎖 梓 林太郎 私は本屋が好きでした 永江 朗 スッキリ文章術 時田 昌
夜の署長　2 安東 能明 新聞の読み方 池上 彰 天声人語　2019秋 朝日新聞論説委員室
黄金雛 今村 翔吾 哲学の世界へようこそ。 岡本 裕一朗 英語でガイドする日本 松本 美江
日雇い浪人生活録　8 上田 秀人 超習慣術 メンタリストDaiGo まちづくり解剖図鑑 片山 和俊
珈琲店タレーランの事件簿　6 岡崎 琢磨 神仏と中世人 衣川 仁 にっぽん建築散歩 小林 泰彦 『ミヤザキワールド』 スーザン・ネイピア
眠れない凶四郎　3 風野 真知雄 二十二社 島田 裕巳 宇宙から帰ってきた日本人 稲泉 連
メゾン・ド・ポリス　4 加藤 実秋 はい、さようなら。 瀬戸内 寂聴 実践ロボット制御 細田 耕
親父の十手を輝かせ 小杉 健治 教皇フランシスコの「いのちの言葉」 森 一弘 日本軍はこんな兵器で戦った 荒木 肇
新・浪人若さま新見左近　4 佐々木 裕一 経済・戦争・宗教から見る教養の世界史 飯田 育浩 電池BOOK 神野 将志
准教授・高槻彰良の推察　3 澤村 御影 権力の日本史 本郷 和人 日本プラモデル世界との激闘史 西花池 湖南
堅香子の花 篠 綾子 「三国志」の知恵 狩野 直禎 ゆるく身につく家事のきほん おそうじペコ
医療マフィア 新堂 冬樹 アウシュヴィッツの手紙 内藤 陽介 帯結びのアレンジ 大竹 恵理子
はなの味ごよみ　5 高田 在子 明智光秀の生涯 諏訪 勝則 かぎ針で編むショール&ストール 寺西 恵里子
新・入り婿侍商い帖　2 千野 隆司 旅客機から見る日本の名山 須藤 茂 おにぎりの本 おにぎり協会 業界別!AI活用地図 本橋 洋介
闇天狗 鳥羽 亮 アメリカンクッキー 原 亜樹子 サンリオピューロランドの魔法の朝礼 小巻 亜矢
高校事変　4 松岡 圭祐 『はい、さようなら。』 瀬戸内 寂聴 すっきり暮らすためのキッチンづくり 主婦の友社 副業のはじめ方がわかる本 成美堂出版編集部
大江戸科学捜査八丁堀のおゆう　[6] 山本 巧次 年収が上がる転職下がる転職 山田 実希憲
塩の契約 六道 慧 『にっぽん建築散歩』 小林 泰彦 エンジニア55歳からの定年準備 小松 俊明
通い猫アルフィーの約束 レイチェル・ウェルズ 5Gでビジネスはどう変わるのか クロサカ タツヤ
流れは、いつか海へと ウォルター・モズリイ 新しい小農 萬田 正治

『業界別!AI活用地図』 本橋 洋介

池上彰の世界の見方 イギリスとEU 池上 彰
地図で見るブラジルハンドブック オリヴィエ・ダベーヌ
2030年の世界地図帳 落合 陽一 単位のキホンがわかる本 長島 秀樹
逆さ地図で解き明かす新世界情勢 松本 利秋 中年女子、ひとりで移住してみました 鈴木 みき
監査役事件簿 眞田 宗興 世界からコーヒーがなくなるまえに ペトリ・レッパネン
まるっと経済学 澤 昭人 一番くわしい苔の教科書 石戸 明一

鳥のおくりもの ウン ヒギョン 大人の言葉力 齋藤 孝 いくつになってもこのコといっしょ 徳田 竜之介 老老相続 奥原 玲子
ダブル　SIDE A・SIDE B パク ミンギュ 結婚してもしなくてもうるわしきかな人生 小林 久乃 ダムと緑のダム 虫明 功臣 スッキリ相続への道　2 廣田 龍介
運命のコイン　上・下 ジェフリー・アーチャー レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻 直美 薪を焚く ラーシュ・ミッティング 判例から学ぶ消費者法 島川 勝
おちび エドワード・ケアリー 子育ての心理テクニック 島 智久 2025年、人は「買い物」をしなくなる 望月 智之 図解による労働法のしくみ 國部 徹
息吹 テッド・チャン 男の子の「自己肯定感」を高める育て方 柳沢 幸雄 年賀状のおはなし 日本郵便株式会社
本当の人生 アドリーヌ・デュドネ 海を渡ったスキヤキ グレン・サリバン
靴ひも ドメニコ・スタルノーネ
どこか、安心できる場所で パオロ・コニェッティほか ADHDのコーチング 安藤 瑞穂

1日3分でうつをやめる。 川本 義巳
最新図解女性のADHDサポートブック 榊原 洋一
うつのこころ抜け出すヒント 米桝 宏

多様なニーズによりそう学校図書館 野口 武悟
千家尊福と出雲信仰 岡本 雅享
まぁるい死 徳永 進
ヒマチの嬢王　4 茅原　クレセ

教養の日本美術史 古田 亮

『まぁるい死』 徳永 進 南極読本 南極OB会編集委員会 対比でみる日本の仏像 鈴木 喜博
星を楽しむ天体観測のきほん 大野 裕明 ゆかいな浮世絵 狩野 博幸
やばすぎ!古生物図鑑 日本地質学会 もっと知りたい「怖い絵」展 中野 京子
世界で一番美しい鳥図鑑 すずき 莉萌 水彩-自然を描く あべ としゆき
ぜんぶわかる呼吸の事典 長尾 大志 写真解説でわかるユニット折り紙 色水 風介
ギャンブル依存症 吉岡 隆 バレエ大図鑑 ヴィヴィアナ・デュランテ 寝ながらできる認知症予防　2 山崎 律子

『1日3分でうつをやめる。』　川本 義巳

『通い猫アルフィーの約束』 レイチェル・ウェルズ

『年賀状のおはなし』　　　日本郵便株式会社
『子育ての心理テクニック』　島 智久

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

通い猫生活を相変わらず満喫しているアル
フィー。海の向こう“日本”から引っ越してきた、
異国の友だちにわくわくが止まらない。でも猫
は一向に家から出てこず、一家も問題を抱え
ている様子で…。ハートフル猫物語、第5弾。

郷 土

日本人の看取るちからも捨てたもんじゃな
い-。医師になって45年、在宅ホスピスも行
う有床診療所「野の花診療所」で18年。長
年見つめてきた家族たちの姿を描く。『朝日
新聞』中国地方版連載他を書籍化。

飛鳥時代から令和時代まで、約1400年に
亘る年賀の文化を、カラー写真とともにビ
ジュアルに紹介する。干支をモチーフにした
年賀状、島崎藤村や棟方志功ら有名人の
年賀状も収録する。

アニメーション作家・宮崎駿が手がけた11の
長編映画と漫画版「風の谷のナウシカ」を徹
底解剖。宮崎駿本人とスタジオジブリ関係
者へのインタビューも踏まえ、「闇と光」がせ
めぎ合う「ミヤザキワールド」の魅力に迫る。

挑む極意、信じる極意、覚悟する極意、命
いっぱいに生きる極意…。瀬戸内寂聴が86
歳から97歳までの間に京都寂庵で人々を
笑顔にしてきた法話から、8話を厳選収録す
る。初句集出版記念インタビューも掲載。

健 康 長 寿

業界・業種別に、どのようなデータ活用・AI
活用が考えられるのかをマップ形式で整理
し、業界別に活用事例を示す。一部の活用
例について、詳細な方法や開発時のノウハ
ウも解説。

小学校低学年くらいの子どもを持つ親を対象
に、子育ての悩みや課題を無理なく解決でき
る方法を伝授。現代ならではの親の役割につ
いて整理し、子育てのさまざまなシーンで効
果が期待できる心理テクニックを紹介する。

商港ならではの銀行建築が残る小樽、江戸
以来の学問と文化の街・神田、ヴォーリズ
建築が残る近江八幡…。日本全国30エリア
の歴史的建物を、イラストと地図とともに紹
介する。雑誌『パートナー』掲載を加筆し書

法 律 情 報

ネガティブを止める→ポジティブを増やす→
思考のクセを変えるだけ。うつ専門メンタル
コーチが、1万人が実践した超カンタンうつ
ぬけワークを紹介する。細川貂々の「メソッ
ド解説マンガ」も収録。


