
「走る図書館」が生まれた日 シャーリー・グレン たこあげ 青山 友美
図書委員アイデアブック 吉岡 裕子 歯のはえかわりのなぞ 北川 チハル
古代遺跡のサバイバル　2 洪 在徹 ちび竜 工藤 直子
元号ってなんだろう おおつか のりこ のりまき 小西 英子
キッズペディア歴史館 小学館 ちいさなはなよめぎょうれつ ナルツィザ・ジミホフスカ

百年後を生きる子どもたちへ 豊田 直巳 ゆめのかなえかた たかい よしかず
日本の妖怪百科 岩井 宏實 おにぎりをつくる 高山 なおみ
太陽とかげ 藤井 旭 ラブレターをもらったら アニカ・アルダムイ・デニス

地図で見る日本の地震 山川 徹 ねこのジョン なかえ よしを
あさがお 齊藤 和貴 箱とキツネと、パイナップル 村木 美涼
たまごの図鑑 大木 邦彦・構成 『ゆめのかなえかた』 たかい よしかず おっぱいエール 本山 聖子
そこが知りたい!発明と特許　2 こどもくらぶ 涼子点景1964 森谷 明子
ごみから考えるSDGs 織 朱實 美しい日本の詩 大岡 信 太平洋食堂 柳 広司
グレタのねがい ヴァレンティナ・キャメリニ 春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記 日下野 由季 希望と殺意はレールに乗って 山本 巧次
地球が危ない!プラスチックごみ　2 幸運社 空貝 赤神 諒 魂の痕(きずあと) 梁 石日
イチからつくるのり<接着剤> 早川 典子 三世代探偵団　2 赤川 次郎
まかせてね今日の献立　3 今 里衣 ウォッシュバーンさんが 海の十字架 安部 龍太郎
はたらく犬たち　1 アルバ いえからでない13のりゆう さいはての家 彩瀬 まる
うんどう基礎のきそ　1 平田 利矢子 どろであそぼう 野坂  勇作 イマジン? 有川 ひろ
東大教授が教える いろがみえるのはどうして? キャサリン・バー 金子と裕而 五十嵐 佳子
とっておきスポーツ上達ドリル ちらしずし はまの ゆか 御社のチャラ男 絲山 秋子

ロビンソン ピーター・シス 雲を紡ぐ 伊吹 有喜
かえるの天神さん 日野 十成 紙鑑定士の事件ファイル 歌田 年
こねこがにゃあ ひろの たかこ 平蔵の母 逢坂 剛
ねこなんていなきゃよかった 村上 しいこ 踏み跡にたたずんで 小野 正嗣
たまごをうってこぶたをかって 八百板 洋子 ドミノin上海 恩田 陸 道子の草文 石牟礼 道子
おやすみなおちゃん 安江　リエ 占 木内 昇 50代、足していいもの、引いていいもの 岸本 葉子

まむし三代記 木下 昌輝 聡明な女は愉しく老いる 桐島 洋子
オンライン!　19 雨蛙ミドリ 『ロビンソン』 ピーター・シス ウミガメみたいに飛んでみな 木村 椅子 「好き」の因数分解 最果 タヒ
おいかけっこのひみつ いとう ひろし まったく、青くない 黒田 小暑 これでもいいのだ ジェーン・スー
ちはやぶる 時海 結以 歌舞伎座の怪紳士 近藤 史恵 長生きしたいわけではないけれど。 曽野 綾子
呪われた恋話は知っている 藤本 ひとみ 清明 今野 敏 森心地の日々 森 博嗣
みけねえちゃんにいうてみな 　 かんばん娘 志川 節子

モフモフさいこう! 野守虫 柴田 哲孝 『「好き」の因数分解』 最果 タヒ
魔法のたいこと金の針 茂市 久美子 コープス・ハント 下村 敦史
天邪鬼な皇子と唐の黒猫 渡辺 仙州 君がいないと小説は書けない 白石 一文
アナと雪の女王2 ウォルト・ディズニー・カンパニー 正体 染井 為人
プログラミングガールズ!　3 美馬 しょうこ 日本史でたどるニッポン 本郷 和人 犬のかたちをしているもの 高瀬 隼子
北の海の冒険者 メアリー・ポープ・オズボーン カラヴァッジョ《聖マタイの召命》 宮下 規久朗 シャーリー・ホームズと
8人のいとこ オルコット 13歳からの税 三木 義一 バスカヴィル家の狗
動物探偵ミア　 薬剤師になるには 井手口 直子 狐火の辻 竹本 健治

リスのおうちが大ピンチ!? 私たちの負けられない想い。 オザワ部長 終の盟約 楡 周平
まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス 5分後に謎解きのラスト エブリスタ 猫君 畠中 恵 ポリー氏の人生 H.G.ウェルズ

邪馬台戦記　3 東郷 隆 背高泡立草 古川 真人 夕陽の道を北へゆけ ジャニーン・カミンズ

『魔法のたいこと金の針』 茂市 久美子 Fate/strange Fake　6 TYPE-MOON #柚莉愛とかくれんぼ 真下 みこと イヴのことを少し ジェイムズ・ブランチ・キャベル

巴里マカロンの謎 米澤 穂信 坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋 良平 ある醜聞(スキャンダル) ベルトン・コッブ
小説アナと雪の女王2 越前 敏弥 夜告げ鳥 三島 由紀夫 友だち シーグリッド・ヌーネス

『巴里マカロンの謎』 米澤 穂信 『まったく、青くない』 黒田 小暑

『グレタのねがい』  ヴァレンティナ・キャメリニ

高殿 円

深代 千之

村上 しいこ

ダイアナ・キンプトン

中川 ひろたか

医者が教える赤ちゃん快眠メソッド　森田 麻里子

『箱とキツネと、パイナップル』　村木 美涼

『友だち』　　　　　　　　  シーグリッド・ヌーネス

日 本 の 文 学 ・ 小 説

天性の歌声を持つ大学生のギンマと、彼の
才能を信じて集まった同じ大学のランジ、サ
ミン、ハル。1通の白い封筒をきっかけに、
それぞれの秘密が明らかになり…。リアル
な「青春」小説。

1/24～2/20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。

ここにあるのは、好きを飛び越えたわたしそ
のもの―。「水族館」「新幹線」「レゴ」など、
48の「好き」を3層のテキストで書き分ける
「平成カルチャー論」。『FUDGE』ほか掲載に
書き下ろし等を加えて書籍化。

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 3月号

町はずれにある平井洋裁店にやってきたの
は、鬼の子。穴をあけてしまったたいこを直
してほしいと言います。平井さんは断ろうと
しますが…。金の針がつむぐ、ふしぎな物
語。

子 育 て 支 援

夢があるって、すてきだよね。でも、夢が見
つかってないこともあるよね―。夢がある子
には、かなえる方法を、夢はこれからという
子には見つける方法を、ゲームなどを通し
て伝える絵本。観音開きのページあり。

大学を卒業したばかりの僕の新居は、一見
普通のアパート・カスミ荘。でも住人は揃っ
て個性豊かだし、怪現象も続く。この土地は
キツネに祟られているという噂まであるらし
い。一体ここはどうなってるの!?

2018年夏、記録的な暑さとなったスウェー
デン。15歳のグレタは、地球温暖化を食い
止めるための行動を政府に迫るため、学校
へ行かずに国会議事堂へむかい、ひとりで
ストライキを始め…。グレタの希望と勇気と
決意の物語。

無人島での冒険譚「ロビンソン・クルーソー」に
夢中の少年は、学校の仮装パーティーでその
主人公になりきるが、お話を知らない友達に大
笑いされ…。チェコ生まれの絵本作家ピーター・
シスが、少年時代の思い出を幻想的に描く。

誰よりも心許せる男友だちが命を絶ち、喪
失感を抱えた女性作家。そこに男が飼って
いた巨大な老犬が転がり込んできた。狭い
アパートで寄り添うふたつの孤独は、言葉
を介さない友情でかたく結ばれてゆき…。

その店のティー&マカロンセットで注文でき
るマカロンは3種類。しかし小佐内さんの皿
には、あるはずのない4つ目のマカロンが
乗っていた。小鳩君は早速思考を巡らし始
め…。『ミステリーズ!』掲載に書き下ろしを加
え文庫化。



世界哲学史　1 伊藤 邦武 100歳まで元気でボケない食事術 堀江 ひろ子 ソフトバレーボールの教科書 日本ソフトバレーボール連盟

科学的に自分を変える39の方法 堀田 秀吾 江戸時代の薬箱 服部 昭 生き残る技術 野村 克也
超メンタルアップ10秒習慣 飯山 晄朗 十大事故から読み解く

花嫁は三度ベルを鳴らす 赤川 次郎 50歳からの人生ゆるゆる計画 菅原 圭 山岳遭難の傷痕
消えた警官 安東 能明 70代からの「女の輝き」「男の品格」 坂東 眞理子 北岳山小屋物語 樋口 明雄
浪人奉行　8ノ巻 稲葉 稔 鎌倉浄土教の先駆者法然 中井 真孝 2030年の第4次産業革命 尾木 蔵人 好かれる人のモノの言い方事典 澤野 弘
風の電話 狗飼 恭子 大地の古代史 三谷 芳幸 脱プラスチックへの挑戦 堅達 京子 「分かりやすい表現」の技術 藤沢 晃治
花唄の頃へ 今村 翔吾 武蔵の武士団 安田 元久 江戸の間取り 安藤 優一郎 古代スラヴ語の世界史 服部 文昭
夢の帆は永遠に 倉阪 鬼一郎 「ユダヤ」の世界史 臼杵 陽 宇宙開発の未来年表 寺門 和夫
致命傷 小杉 健治 古代ローマ名将列伝 エイドリアン・ゴールズワーシー 60分でわかる!5Gビジネス最前線 佐野 正弘
酒合戦 佐伯 泰英 天才たちの人生図鑑 山崎 圭一 貴金属の知られざる科学 齋藤 勝裕
縁切寺お助け帖　2 田牧 大和 美味しい!可愛い!大人の台湾めぐり 竹永 絵里 みその教科書 岩木 みさき マウス禁止!たった1秒のパソコン仕事術 中山 真敬
垂れ込み 堂場 瞬一 わたしの家事ルール DEZAKO 公務員試験オールガイド　2021年度版 資格試験研究会
新火盗改鬼与力　4 鳥羽 亮 私たちの好きな服とバッグ 岡崎 光子 本気のセキュリティ対策ガイド 佐々木 伸彦
脳科学捜査官真田夏希　5 鳴神 響一 洋輔の刺繡研究室 洋輔 文系AI人材になる 野口 竜司
西日本鉄道殺人事件 西村 京太郎 地図で見るドイツハンドブック ミシェル・デシェ 自炊のトリセツ 小田 真規子 言葉ダイエット 橋口 幸生
あっけらかん 野口 卓 ハルマゲドン人類と核　上・下 ロドリク・ブレースウェート いちばんおいしい野菜の食べ方 飛田 和緒 退職代行マニュアル 桐畑 昴
風よ哭け 藤原 緋沙子 弁護士が教える実は危ない契約書 櫻井 喜久司 朝つめるだけ弁当188 渥美 まゆ美 新しい就活 佐藤 裕
よろず屋お市　2 誉田 龍一 スゴい!行動経済学 橋本 之克 アウトドアでホットサンド 蓮池 陽子 5Gビジネス見るだけノート 三瓶 政一
棚ぼたん鍋 槇 あおい “もっと分かり合える”話し方 藤田 由美子 農業ビジネスveggie　vol.28 イカロスMOOK
高校事変　5 松岡 圭祐 人は、なぜ他人を許せないのか? 中野 信子 『自炊のトリセツ』 小田 真規子 飲食業界成功する店失敗する店 重野 和稔
まんぷく 畠中 恵　ほか 証言貧困女子 中村 淳彦 1時間でわかるネット広告超入門 古舘 拡美
京都寺町三条のホームズ　13 望月 麻衣 自然災害へのそなえ 防災・減災サポートセンター ペライチのデザイン BNN編集部
送り舟 森 真沙子 そのママでいい 橋口 亜希子 広報・PRの基本 山見 博康
ソトゴト 公安刑事 森 詠 ステップアップ0歳音読 山口 謠司 ぼくらはお金で何を買っているのか。 松野 恵介
ぶたぶたのシェアハウス 矢崎 存美 図説デザートの歴史 ジェリ・クィンジオ
珍味脅し 和田 はつ子 日本人の一年と一生 石井 研士 『言葉ダイエット』 橋口 幸生
荒潮 陳 楸帆 CIA裏面史 スティーブン・キンザー

白い悪魔 ドメニック・スタンズベリー

墜落 ジェシカ・バリー 『スゴい!行動経済学』 橋本 之克 逆転の農業 吉田 忠則
黒と白のはざま ロバート・ベイリー みんなの園芸店 大野 八生
見習い警官殺し　上・下 レイフ・GW.ペーション だれでもできるベランダで野菜づくり 麻生 健洲

キッチンではじめる家庭菜園 ケイティ・エルザー・ピーターズ

『まんぷく』 畠中 恵　ほか シクラメン 吉田 健一
蜜量倍増ミツバチの飼い方 干場 英弘
コンビニが日本から消えたなら 渡辺 広明 ホントは怖い相続の話 木下 勇人
新幹線のヒミツ 「旅と鉄道」編集部集 「国民年金」150%トコトン活用術 日向 咲嗣
『さくら』から『普専』へ 濱谷 彰彦 あなたのスマホがとにかく危ない 佐々木 成三

世界を変えた150の科学の本 ブライアン・クレッグ あの日を刻むマイク 武井 照子
<図解>数学の世界 矢沢サイエンスオフィス

星を楽しむ星座の見つけかた 大野 裕明
天気と気象 アンドリュー・レブキン 血圧リセット術 市原 淳弘

鳥取 ことりっぷ 日本の花を愛おしむ 田中 修 芸術家たちの危機 佃 堅輔 <高沢式>自力で血管を強化する本 高沢 謙二
日本の水生昆虫 中島 淳 雪舟決定版 島尾 新 わけあり記者の両親ダブル介護 三浦 耕喜
エンド・オブ・ライフ 佐々 涼子 消しゴム版画で絵手紙作り 中井 孝子
絵でわかる薬のしくみ 船山 信次 自由に楽しむ!スナップ写真入門 丹野 清志

QRコードの奇跡 小川 進 ウルトラ図解血液がん 神田 善伸 デジタル一眼カメラ入門 保坂 さほ
えほん・絵本・134冊 増田 喜昭 ADHDの人の「やる気」マネジメント 司馬 理英子 nanahoshiの花おりがみBOOK たかはし なな
行きたい!企業ミュージアム イカロスMOOK からだとこころを整える 田中 のり子 音楽家の食卓 野田 浩資
朝日新聞への論理的弔辞 西村 幸祐 整う食事 豊永 彩子 麒麟がくる　前編 池端 俊策

『えほん・絵本・134冊』 増田 喜昭 『日本の花を愛おしむ』 田中 修 『音楽家の食卓』 野田 浩資

　　　　　　  繁岡 秀俊 

人生100年認知症になりたくない人に贈る脳健生活 　　

1日2杯のみそ汁で健康寿命を延ばす!　　　 渡邊 敦光

羽根田 治

『わけあり記者の両親ダブル介護』 三浦 耕喜

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 学郷 土

自炊は、節約と暮らしの豊かさのどちらも実現
してくれるもの。卵、肉、魚、野菜等の食材の
取り扱い方、「焼く」「煮る」といった基本の調
理法、炊飯器を使いこなす方法を、豊富なレ
シピとともに紹介。本体は背表紙なし糸綴じ。

フクジュソウ、サクラ、ヒマワリ、キンモクセイ、
ツワブキ…。私たちの身近にあって、美しく季
節を教えてくれる植物たちには、驚くべき知
恵や工夫がある。植物たちの姿と花々と、古
くからの私たちとのかかわりなどを紹介する。

健 康 長 寿

なぜあなたの文章は伝わらないのか?理由
は、ただひとつ。「書きすぎ」です。メールや
企画書、エントリーシートなど、すべての文
章を読みやすくするのに役立つ「言葉ダイ
エット」を、電通コピーライターが紹介します。なぜ、家庭菜園で作った野菜はスーパーの野

菜より美味しく感じるのか。コンビニの店舗数が
美容室より多く感じるのはなぜか。心理学と経
済学を合わせた行動経済学を、わかりやすい事
例を用いて、研究成果も含めながら解説する。

クラシックの名曲を生んだ音楽家たちは、ど
んな料理を食べていたのか? 音楽を愛する
ドイツ料理レストランのシェフが、11人の音
楽家たちの足跡をたどり、彼らが食したであ
ろう料理の数々をレシピとともに紹介する。

法 律 情 報

誰にでも起こりうる親の介護-。パーキンソン
病を患う中日・東京新聞社の生活部記者が、
病気と並行するように行なっていた老いた
父・母の「ダブル介護」を主として綴る。『中
日新聞(東京新聞)』連載を加筆し単行本化。

岡っ引きの茂七は、謎めいた稲荷寿司屋台
の親父が出す料理をきっかけに事件の真相
に迫り…。宮部みゆき「お勢殺し」をはじめ、
女性時代作家による江戸の料理や菓子を
めぐる短編6作を収録したアンソロジー。

三重県四日市市にある子どもの本専門店“メ
リーゴーランド”の店主・増田喜昭が、「おい
しい絵本」「アートな絵本」など18タイプ別に
おすすめの絵本を紹介する。自身のライフス
トーリー、江國香織ら作家との対談も収録。


