
戦場の秘密図書館 マイク・トムソン もぐらのほったふかい井戸 安房 直子
白熱道徳教室　3 加藤 宣行 すき 有田 奈央
消防署図鑑 梅澤 真一 ふゆのはなさいた 安東 みきえ
憎しみを乗り越えて 佐藤 真澄 ネコのみち うちむら たかし
校庭のかんさつ 林 将之 絵本江戸のたび 太田 大輔
ウンコロジー入門 伊沢 正名 ジュマンジ C.V.オールズバーグ
への本 オナラファクトリー おとうさんのこわいはなし かとう まふみ
田んぼの1年 瀬長 剛 へっこきへのた 苅田 澄子
自分の力で肉を獲る 千松 信也 のら猫のかみさま くすのき しげのり
ぼくらの波を走る! 工藤 純子 おにぎりもって 久住 昌之 奈落 古市 憲寿
わたしのビーナス 樫崎 茜 おまつりをたのしんだおつきさま マシュー・ゴラブ 甘夏とオリオン 増山 実
柔道がすき! 須藤 靖貴 10にんのせんにん 佐々木 マキ 地棲魚 嶺里 俊介
マンガでおぼえるカタカナ語 齋藤 孝 ししにゃいとおしょうがつ 澤野 秋文 女童(めのわらわ) 赤松 利市 今日もお疲れさま 群 ようこ
令和のこころ 上野 誠 いらっしゃい せな けいこ 死に神のレストラン 東 万里央 できない相談 森 絵都
谷川俊太郎詩集たったいま 谷川 俊太郎 父さんがかえる日まで モーリス・センダック 新井素子SF&ファンタジーコレクション　3 新井 素子 ゲート　SEASON2-4 柳内 たくみ

まじょのむすめワンナ・ビー 竹下 文子 思い出の修理工場 石井 朋彦 リボンの男 山崎 ナオコーラ

『わたしのビーナス』 樫崎 茜 ゆきのけっしょう 武田 康男 清く貧しく美しく 石田 衣良 出来事 吉村 萬壱
メアリー・ポピンズと笑いガス P.L.トラヴァース 梅と水仙 植松 三十里
おれ、よびだしになる 中川 ひろたか 黒鳥の湖 宇佐美 まこと 『今日もお疲れさま』 群 ようこ
せかいのくにでおめでとう! 野村 たかあき 竜になれ、馬になれ 尾崎 英子
うさぎのみみしばり 浜田 広介 本好きの下剋上　第4部[9] 香月 美夜
ちいさなタグボートのバラード ヨシフ・ブロツキー ママ 神津 凛子

怪盗レッド　17 秋木 真 春・夏・秋・冬 村上 勉 首 北野 武
図書館からの冒険 岡田 淳 マルをさがして 山本 久美子 深淵の怪物 木江 恭
天保の虹 斉藤 洋 わたしのわごむはわたさない ヨシタケ シンスケ オカシナ記念病院 久坂部 羊
アーサー王の世界　5 斉藤 洋 なんだろうなんだろう ヨシタケ シンスケ 家族パズル 黒田 研二
ウサギのトリン 高畠 じゅん子 ビーナスとセリーナ リサ・ランサム 喧騒の夜想曲(ノクターン) 日本推理作家協会
おとのさま、にんじゃになる 中川 ひろたか 75億人のひみつをさがせ! クリスティン・ローシフト タイガー理髪店心中 小暮 夕紀子 老人初心者の覚悟 阿川 佐和子
イナバさん! 野見山 響子 抵抗都市 佐々木 譲 大人のカタチを語ろう。 伊集院 静
びっくりしゃっくりトイレそうじ大作戦 野村 一秋 『なんだろうなんだろう』 ヨシタケ シンスケ 忠臣蔵の姫 阿久利 佐々木 裕一 金太郎飴 磯崎 憲一郎
かいけつゾロリスターたんじょう 原 ゆたか 山岳捜査 笹本 稜平 惜櫟荘の四季 佐伯 泰英
湊町の寅吉 藤村 沙希 GAP 佐野 晶 だから、何。 中野 翠
ないしょのおかたづけ みずの よしえ 稚児桜 澤田 瞳子 生きてく工夫 南 伸坊
みちのく妖怪ツアー　2 佐々木 ひとみ　ほか 国道食堂　1st season 小路 幸也 毎朝ちがう風景があった 椎名 誠
がっこうかっぱのおひっこし 山本 悦子 おとぎカンパニー　日本昔ばなし編 田丸 雅智
なかなおりの魔法 湯湯 卍どもえ 辻原 登 『生きてく工夫』 南 伸坊
ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー てしごと あさの あつこ　ほか
ミオととなりのマーメイド　6 ミランダ・ジョーンズ インタビューズ 堂場 瞬一
オリバー・ツイスト　上・下 チャールズ・ディケンズ ぼくらの中の「トラウマ」 青木 省三 騒がしい楽園 中山 七里
きれいずきのマグスおばさん イーディス・サッチャー・ハード どこからが病気なの? 市原 真 風間教場 長岡 弘樹
アラルエン戦記　14 ジョン・フラナガン 泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ 瓦礫の死角 西村 賢太
アナと雪の女王2 デイヴィッド・ブレイズ 音楽ってなんだろう? 池辺 晋一郎 逢魔が刻(とき) 西澤 保彦
暗号クラブ　16 ペニー・ワーナー アインシュタイン物語（英語版） ニーナ・ウェグナー 最高の任務 乗代 雄介

54字の物語 ZOO 氏田 雄介 まずはこれ食べて 原田 ひ香

『なかなおりの魔法』 湯湯 風に乗って、跳べ 川端 裕人 春とび娘 原 宏一 陰謀の島 マイケル・イネス
ソードアート・オンライン　23 川原 礫 涙をなくした君に 藤野 恵美 サンアントニオの青い月 サンドラ・シスネロス
活版印刷三日月堂　5・6 ほしお さなえ OJOGIWA 藤崎 翔 魔法のサーカスと奇跡の本 エリカ・スワイラー

十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ

『風に乗って、跳べ』 『梅と水仙』 植松 三十里 西への出口 モーシン・ハミッド
雲 エリック・マコーマック
ジャパンタウン バリー・ランセット
ミレニアム　6　上・下 ダヴィド・ラーゲルクランツ

俺の歯の話 バレリア・ルイセリ
失われた女の子 エレナ・フェッランテママとパパのはじめての妊娠・出産事典　　藤井 知行

日 本 の 文 学 ・ 小 説

わずか6歳の娘をアメリカに送り込んだ父、
17歳で帰国後、父との葛藤、周囲との軋轢
に悩む娘…。女子教育の先駆けとなった津
田梅子とその父の生涯を描いた、書き下ろ
し歴史小説。

12/19～1/23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。

できればたのしく、のんびりいきたい-。骨粗
鬆症、めまい、狭心症。高齢になって起こり
がちな症状に、びっくりしたり、あわてたりし
た、著者のちょっと笑える「どたばた」報告。
『きょうの健康』連載に加筆修正し単行本化。

エ ッ セ イ

外 国 の 文 学

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 2月号

友だちとけんかしたとき、腹がたたなくなる
方法を知ってる? 小学生のトゥートゥルは、
プゥじいさんの言うとおり、黒い炭で石の上
にまず4つのまるを書き…。中国の小さな村
で紡がれるトゥートゥルの物語、第2弾。

子 育 て 支 援

なんだろうなんだろう、「学校」ってなんだろ
う。つい忘れ物をしちゃうところ? ヨシタケシ
ンスケが描く「たとえばこんな考え方、どうで
しょう?」の本。道徳教科書(小1～中3・光村
図書)のコラムにかき下ろしを加える。

夕方の閉店間際、シオちゃんは頼んだパン
と、会社へのおみやげが入った袋を、両手
にいっぱいぶらさげて店にやってきた。アキ
コはひととおり眺めた後、まず食パンに手を
伸ばし…。「パンとスープとネコ日和」第5弾。

スポーツの楽しさやよろこびを、お話を読ん
で感じてみよう! ボルダリングの天才少女と
して注目される16才のカノン。彼女は6年前、
同じ年で初心者のあかりと出会い…。
スポーツクライミングのまめちしきも収録。

生徒会を辞めた高2の華。幼なじみの六花が
打ち込む「ブラインドサッカー」に出会い、競
技の迫力に魅せられて、気づけば声で選手
をサポートする「ガイド」を引き受けていた-。
『朝日中高生新聞』連載を加筆修正。



寂庵コレクション　Vol.1 瀬戸内 寂聴 「歯」を整えるだけで人生は変わる 井上 裕之 国語力が身につく教室 齋藤 孝
聖書の50人 ジャン・ピエール・イスブ 身近な「くすり」歳時記 鈴木 昶 やさしいベトナム語カタコト会話帳 佐川 年秀
暗記がいらない世界史の教科書 神野 正史 キクタンロシア語（CD付）　初級編 猪塚 元

妖し 恩田 陸ほか 地図でスッと頭に入る世界史 祝田 秀全
相棒　season17下 輿水 泰弘 地図でスッと頭に入る日本史 山本 博文
怪盗鼠推参　4 稲葉 稔 戦国大名毛利家の英才教育 五條 小枝子 昭和モダン建築巡礼　1965-75 磯 達雄
愚劣 上田 秀人 地形の思想史 原 武史 空飛ぶクルマのしくみ 中野 冠 アウトルック最強時短仕事術 守屋 恵一
急報 上田 秀人 ヨーロッパ文化紀行 尾崎 広一 5Gがひらく未来予想図 TJ MOOK 世界「倒産」図鑑 荒木 博行
清算 江上 剛 ザ・ペンシル・パーフェクト キャロライン・ウィーヴァー 「中小企業診断士試験」勉強法 斎尾 裕史
居酒屋お夏　10 岡本 さとる mizutama大好き文房具100 mizutama SDGsがよくわかる本 松原 恭司郎
出雲のあやかしホテルに就職します　7 硝子町 玻璃 「もたない暮らし」の始め方 riamo 話しベタさんでも伝わるプレゼン 清水 久三子
文豪たちの怪しい宴 鯨 統一郎 100年生きる私たちのマネープラン 横山 光昭 すぐやるスイッチ 尾藤 克之
裏・町奉行闇仕置　4 倉阪 鬼一郎 パターン補正バイブル 加藤 容子 職場に外国人がやってきたら読む本 涌井 美和子
駆ける稲妻 小杉 健治 日本刺繡の「いろは」 沖 文 科学的な適職 鈴木 祐
料理番旅立ちの季節 小早川 涼 和田明日香のほったらかしレシピ 和田 明日香 就活のリアル　'21年度版 五戸 美樹
野分ノ灘 佐伯 泰英 デコ巻きずし 飾 巻子 保護者に求められる就活支援 吉本 隆男
鬼役　28 坂岡 真 おもてなしが疲れる 本多 理恵子 世界一やさしい電卓の教科書1年生 脇田 弥輝
お勝手のあん　1 柴田 よしき おやつとスプーン 川地 あや香 失敗しない!クレーム対応100の法則 谷 厚志
繰綿の幻 千野 隆司 グラフと地図で知るこれからの20年 ヴィルジニー・レッソン 大丈夫!実家は片づけられます coyuki 決める会議 パトリック・レンシオーニ

希みの文 辻堂 魁 「小さな拠点」をつくる 藤山 浩
血染めの宝船 鳥羽 亮 3000年の叡智を学べる戦略図鑑 鈴木 博毅 『日本刺繡の「いろは」』 沖 文 『科学的な適職』 鈴木 祐
幽鬼の剣 鳥羽 亮 キャッシュレス進化論 安留 義孝
夢探偵フロイト　3 内藤 了 ちいさな大きなたからもの 瀬奈 じゅん
初恋 アミの会(仮) 遠距離介護で自滅しない選択 太田 差惠子
最後の晩ごはん　13 椹野 道流 お金に強い子どもの育て方 日経マネー編集部
忍び恋 藤井 邦夫 「育てにくい子」と感じたときに読む本 佐々木 正美
冬の虹 藤原 緋沙子 モノのはじまりを知る事典 木村 茂光
立夏の水菓子 山本 一力 家族葬ハンドブック 柴田 典子
不穏な眠り 若竹 七海 まいにち暦生活 暦生活
恋する仕立屋 和久田 正明 シークレット・ウォーズ　上・下 スティーブ・コール 今さら聞けない農薬の話きほんのき 農文協 はじめての六法 尾崎 哲夫

無肥料栽培を実現する本　続 岡本 よりたか 生活実用法律事典 國部 徹

『まいにち暦生活』 暦生活 乾物便利帖 星名 桂治 新しい相続のルールがわかる! 日本司法書士会連合会

小林國雄のイチから教える盆栽 小林 國雄 まんがでわかる得する相続 西原 憲一
白山・大山火山帯の山々を歩く 澤　なごみ 犬のための家庭の医学 野澤 延行 わかりやすい借地 金澤 均
るるぶ山陽山陰ベスト　'21 るるぶ情報版 漁業と国境 濱田 武士 労災の法律相談 岩出 誠集代表
鳥取・島根のリーディング企業　２０１９ Ｌａｚｕｄａ別冊 コンビニおいしい進化史 吉岡 秀子 貧困研究　vol.23(2019December) 『貧困研究』編集委員会集

水木しげる大研究。 ペン編集部 結婚一年生　2020-2021年版 入江 久絵
暮らしを手づくりする 山本 教行
出雲神話論 三浦 佑之

ターシャ・テューダーを撮る喜び リチャード・W.ブラウン

『暮らしを手づくりする』 山本 教行 世界を支配するベイズの定理 ウィリアム・パウンドストーン なんとかする工作 青木 亮作 血圧が下がる生き方 長島 寿恵
日本の古生物たち 土屋 健 レゴブロックの世界 ダニエル・リプコーウィッツ 認知症 杉山 孝博
プラネットアース レイチェル・イグノトフスキー 世界のコンサートマスターは語る 音楽の友 腎機能を自分で高める最強事典 マキノ出版
土の中の美しい生き物たち 萩原 康夫 フレディ・マーキュリー フレディ・マーキュリー 老老介護の幸せ 松島 トモ子
看護がみえる　vol.3 医療情報科学研究所集 不良役者 梅宮 辰夫
病気の9割は免疫力で防げる 藤田 紘一郎 落語レコードの世界 伊藤 一樹 『老老介護の幸せ』 松島 トモ子
透析療法 石橋 由孝 室伏式世界最高の疲労回復 室伏 広治
関節・骨を守る295のQ&A事典 「きょうの健康」番組制作班 雪山登山 天野 和明
シニア女性の骨盤臓器脱 加藤 久美子 将棋初段の常識手筋 及川 拓馬

LIFE3.0 マックス・テグマーク 鼻の奥スッキリで病気はよくなる 萩野 仁志 どんなに緊張してもうまく話せる! 渡辺 由佳
池上彰と現代の名著を読む 池上 彰
奇妙な瓦版の世界 森田 健司 『なんとかする工作』 青木 亮作
日本思想の論理 伊藤 益
スピノザ　よく生きるための哲学 フレデリック・ルノワール

運がよくなる風水収納&整理術 李家 幽竹 現役長寿医に学ぶ極上の老い方 荒川 典子
俺たちの老いじたく 弘兼 憲史 101歳現役医師の死なない生活 田中 旨夫
日本のイスラーム 小村 明子 10秒ポーズ健康法 福田 裕子

『地図でスッと頭に入る世界史』　山本 博文

『プラネットアース』 レイチェル・イグノトフスキー

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

文 庫 ・ 新 書

技 術 ・ 家 庭

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学

鳥取の山あいに、全国のうつわ好きが通う
窯元がある。年間1万人が足を運ぶ岩井窯・
山本教行が積み重ねてきた美しい暮らしの
つくり方を、豊富な写真とともに紹介する。
岩井窯の土鍋・おうちごはんのレシピも掲載。

郷 土

仏教伝来、鎌倉幕府の滅亡、関ケ原の戦
い…。日本史の重要な55項目を「見出し」
「3つのポイント」「地図」でわかりやすく解
説。その時の世界の様子や出来事も紹介
する。

「アイロンやってみたい」「トイレしたくない」
「誰かの髪を切りたい」…。子どもから入る
突然の発注に、その場にあるものだけで
“なんとかした”とある父の工作の記録。26
作品を収録。インスタグラム掲載を書籍化。

にっぽんの季節を、ゆる～く楽しみましょう。
季節の行事や旬の食材、季節感を感じる
動植物、時効のあいさつ、ことわざなど、
「暦」の知識を1日1つ、1年にわたって紹介
します。

健 康 長 寿

突然、母が認知症に! 著者の松島トモ子とそ
の母・志奈枝は、3歳の映画デビューから
ずっと一緒の“一卵性親子”。お湯も沸かした
ことのない著者が、自宅介護に挑み…。幾多
の苦節を乗り越えてきた2人の3年間の記録。

生命にあふれる地球の未来を守るために、
生態系のしくみを学びましょう。世界の特色
ある地理や気候、生物分布とその食物網な
どを地域別に、オシャレでかわいいイラスト
で紹介します。

日本刺繡の教室を主宰する著者が、気軽に
日本刺繡を楽しめるように、おもにコットンの
刺繡糸を使って技法や図案を紹介。12種類
の「基礎ぬい」をプロセス写真で解説し、帯留
め、半衿といった作品への展開も教えます。

法 律 情 報

科学的根拠に基づき、価値観やライフスタ
イルを組み込んだ、自分だけの「適職の選
び方」を編み出す具体的な方法を解説する。
適職探しに役立つツールがダウンロードで
きるQRコード付き。


