
AIとともに生きる未来　1 山田 誠二 みならいうさぎのイースターエッグ エイドリアン・アダムズ

AIって何だろう? 関 和之 おろしてください 有栖川 有栖
大人ってどんな人? 「Q～こどものための哲学」制作班 空色のゆりいす 安房 直子
そもそも自分らしさってなに? 「Q～こどものための哲学」制作班 わたしたちの家が火事です ジャネット・ウィンター
日本のこと 森崎 達也 いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本 雄司
福祉がわかるシリーズ　1・2 稲葉 茂勝 青いヌプキナの沼 かこ さとし
熱はつたわる 都筑 卓司 きっとあえる 鎌田 暢子
海は地球のたからもの　2 保坂 直紀 つよい歯をつくろう 北川 チハル
エンジニアになろう! キャロル・ボーダマン たべるたべるたべること くすのき しげのり
ゴミの島のサバイバル ゴムドリco. ひなまつりパーティーはるらんらん すとう あさえ 帝都地下迷宮 中山 七里
追跡!ごみのゆくえ ペットボトル 吉田 忠正 まざっちゃおう! アリー・チャン 夜がどれほど暗くても 中山 七里
グレタと立ち上がろう ヴァレンティナ・ジャンネッラ 新・紫式部日記 夏山 かほる
スマート農業の大研究 海津 裕 『空色のゆりいす』 安房 直子 空洞電車 朝倉 宏景 礼儀正しい空き巣の死 樋口 有介

発注いただきました! 朝井 リョウ 赤の王 廣嶋 玲子

『日本のこと』 森崎 達也 流人道中記　上・下 浅田 次郎 愛するいのち、いらないいのち 冨士本 由紀
金木犀とメテオラ 安壇 美緒 ピエタとトランジ 藤野 可織
境内ではお静かに　2 天祢 涼 流浪の大地 本城 雅人
親方と神様 伊集院 静 月岡草飛の謎 松浦 寿輝

ふたりの約束 プニーナ・ツヴィ ピカソになれない私たち 一色 さゆり 神域　上・下 真山 仁
やさいのおにたいじ つるた ようこ 茶聖 伊東 潤 欺瞞の殺意 深木 章子

エンマ先生の怪談帳　2 池田 美代子 さくらがさくと とうごう なりさ ねなしぐさ 乾 緑郎 東京普請日和 湊 ナオ
6年1組黒魔女さんが通る!!　10 石崎 洋司 さくらの谷 富安 陽子 よその島 井上 荒野 丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田 沙耶香
朔と新 いとう みく ことりとねこのものがたり なかえ よしを 地上生活者　第6部 李 恢成 嫁ぐ日 諸田 玲子
まいごのしにがみ いとう みく えんまだいおうごいっこう 中尾 昌稔 楡の墓 浮穴 みみ エンデンジャード・トリック 門前 典之
ようかいとりものちょう乙　11 大崎 悌造 ぼくたちのきせき 中川 ひろたか 去年の雪 江國 香織 小鳥、来る 山下 澄人
うりぼうウリタ おくやま ゆか こねこのビスケット 野中 柊 戦時大捜査網 岡田 秀文 あたしの拳が吼えるんだ 山本 幸久
ジェンと星になったテリー 草野 あきこ ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム 愛の色いろ 奥田 亜希子 流卵 吉村 萬壱
グレーテルの白い小鳥 斉藤 洋 こんなおおきなかず、みたことある? セス・フィッシュマン 今日も町の隅で 小野寺 史宜 ポラリスが降り注ぐ夜 李 琴峰
ゆるびーくんゆうえんちにいく 斉藤 洋 じぶんではなをかめるかな 深見 春夫 うちの父が運転をやめません 垣谷 美雨 死の陰謀 渡辺 裕之
フラワーショップの亡霊 斉藤 洋 三年長屋 梶 よう子 祟り神 輪渡 颯介
アリババの猫がきいている 新藤 悦子 『こねこのビスケット』 野中 柊 小さき者たち 粕谷 知世
へんなともだちマンホーくん 村上 しいこ 東京、はじまる 門井 慶喜 『嫁ぐ日』 諸田 玲子
おひめさまになったワニ ローラ・エイミー・シュリッツ 幼女戦記　12 カルロ・ゼン
ハートウッドホテル　4 ケイリー・ジョージ 暗黒残酷監獄 城戸 喜由
動物と話せる少女リリアーネ　13 タニヤ・シュテーブナー たおやかに輪をえがいて 窪 美澄

アパレル興亡 黒木 亮

『まいごのしにがみ』 いとう みく あおいむぎわらぼうし 武鹿 悦子 七度笑えば、恋の味 古矢永 塔子
あかいかさ ロバート・ブライト わかれ縁 西條 奈加
あぶない!どーする? 穂高 順也 言の葉は、残りて 佐藤 雫
万次郎さんとすいか 本田 いづみ ひこばえ　上・下 重松 清
はじまりはたき火 まつむら ゆりこ 天穹の船 篠 綾子 旅ごはん 小川 糸
はじめくんがっこうへいく もりかわ しげみ <銀の鰊亭>の御挨拶 小路 幸也 晴れの日散歩 角田 光代
きょうからほいくえん エヴァ・モンタナーリ 絶対聖域 新堂 冬樹 黄犬交遊抄 ドナルド・キーン
もしものせかい ヨシタケ シンスケ ポロック生命体 瀬名 秀明 夜明けのM 林 真理子
プレストとゼスト リンボランドをいく アーサー・ヨーリンクス 十字架のカルテ 知念 実希人 惚れるマナー 大下 一真　ほか

科学の最前線を切りひらく! 川端 裕人 みずうみにきえた村 ジェーン・ヨーレン チーム　3 堂場 瞬一 いつでも母と 山口 恵以子
英語バカのすすめ 横山 雅彦 100 名久井 直子 鬼人幻燈抄　3 中西 モトオ 南相馬メドレー 柳 美里
英語で読む沖縄（英語版） 小林 悠樹
朔と新 いとう みく 『もしものせかい』 ヨシタケ シンスケ 『旅ごはん』 小川 糸
生きつづけるキキ 斉藤 洋
窓 小手鞠 るい
妹さえいればいい。　14 平坂 読
ブラウン神父呪いの書 ギルバート・キース・チェスタトン

ドリトル先生アフリカへ行く ヒュー・ロフティング

『ピカソになれない私たち』　一色 さゆり

日 本 の 文 学 ・ 小 説

選ばれし者だけが集まる、国内唯一の国立美
術大学。望音らは画家としての「才能」や自身
の将来に不安を感じながらも、切磋琢磨してい
たが…。名もなき美大生たちの葛藤と奮闘を描
いた、リアルすぎる書き下ろし青春美術小説。

2/21～3/19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。

リトアニアのピンクのスープ、アーティチョー
クのオムレツ…。おいしいひと皿には、忘れ
られない人との出会いがある-。旅先の食の
思い出を綴ったエッセイ集。『MOE』連載を
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 4月号

死神に道を聞かれた! そんなのって世界で
ぼくだけじゃない!? 今の仕事が自分に向い
ていないという死神とのふれあいを通して、
「自分の好きなこと」「自分の得意な方向」
「社会の中の自分」を考える物語。

いすつくりの家に目の見えない女の子が生
まれた。この子に空の色を教えたいと、い
すつくりは青い絵の具を探し求める。そこ
へ男の子が現れ…。作家・安房直子の独特
の世界をいもとようこが描いた絵本。

失意の中、麻布狸穴町の祖父宅に娘と出
戻った結寿。初恋の人・八丁堀同心の妻木
と再会し、彼女の心がふたたび動く…。恋と
事件の連作時代小説。『小説すばる』掲載
に書下ろしを加えて単行本化。

自信をもって生きていくには、自分でとこと
ん考え、そのときの自分にとっての正解が
何かを判断していく力が必要。「日本のこ
と」をテーマに、日本の食べ物や暮らし、年
中行事などをマンガで紹介する。

小麦色をした、こねこのビスケット。夏に生
まれたビスケットは「寒いってどんな感じ?」
「雪ってなに?」と、これから訪れる季節に思
いをはせ…。こねこの成長をやさしく描いた
絵本。

もしものせかいは、きみのこころのなかに
ある、もうひとつのせかい。きみにとってと
てもだいじなものが、もしものせかいにいっ
て、もどってこないとき、とてもつらいかもし
れないけれど、だいじょうぶ。なぜなら…。



ムダとり時間術 井上 裕之 通信設備が一番わかる 真江島 光 資格ガイド調理師　'20年版 伊東 秀子
雇用大崩壊 堀江 貴文 レアメタルの地政学 ギヨーム・ピトロン 宅建士合格問題集　2020年版 三好 康彦
日本の仏様解剖図鑑 瓜生 中 砂と人類 ヴィンス・バイザー 「通関士」合格の基礎知識 片山 立志

7番街の殺人 赤川 次郎 日本史を学ぶための図書館活用術 浜田 久美子 香菜子さんのおとな服練習帖 香菜子 新しい転職面接の教科書 福山 敦士
鷹の砦 麻見 和史 もう一つ上の日本史　古代～近世篇 浮世 博史 みんなのお金の使い方、貯め方 主婦の友社 人事担当者の「本音」と「実態」 松尾 泰洋
召喚 上田 秀人 敗者たちの中世争乱 関 幸彦 ワンピースの基本パターン集 野木 陽子 なぜ企業は農業に参入するのか 渋谷 往男
京都伏見のあやかし甘味帖　5 柏 てん 天皇家と源氏 奥富 敬之 私の好きな花刺しゅう 西須 久子 自分の居場所をつくる働き方 中里 桃子
この街でわたしたちは 加藤 千恵 世界の国旗図鑑 吹浦 忠正 ひとりごはん日和 堤 人美 仕事のムダとり図鑑 岡田 充弘
付添い屋・六平太　13 金子 成人 ウクライナ・ファンブック 平野 高志 これがほんとのお菓子のきほん 藤野 貴子 職場の女子のトリセツ 有川 真由美
絆を紡ぐ 池波 正太郎 最新パワハラ対策完全ガイド 和田 隆
身代わりの娘 喜安 幸夫 ビジネス英語便利帳 生駒 隆一
朧夜ノ桜 佐伯 泰英
白桐ノ夢 佐伯 泰英 リトアニアを知るための60章 櫻井 映子 ニッポンのサイズ図鑑 石川 英輔 『仕事のムダとり図鑑』 岡田 充弘
帝の刀匠 佐々木 裕一 柳田國男民主主義論集 柳田 國男 イネつくりの基礎 農文協
雪ひとひら 篠 綾子 香港はなぜ戦っているのか 李 怡 稲作診断と増収技術 松島 省三
あきない世傳金と銀　8 高田 郁 ズバリわかる!FX超入門 横尾 寧子 ハーブで楽しむ庭づくり 東山 早智子
新・入り婿侍商い帖　3 千野 隆司 コミュニケーションのモノサシ 三尾 眞由美 野菜づくり大百科 板木 利隆
お京危うし 鳥羽 亮 地域で支える子どもの貧困 南野 奈津子 野菜作り達人のスゴ技100 加藤 正明
霧島から来た刑事 永瀬 隼介 小学生のノート術 関塾 かんたん犬ごはん 須崎 恭彦
広島電鉄殺人事件 西村 京太郎 <絵解き>江戸の暮らし 永井 義男 ネコにカメラ 岩合 光昭
2010年代SF傑作選　1・2 大森 望 気持ちを伝える贈りもの 後藤 由紀子 60分でわかる!サブスクリプション リンクアップ
ねこだまり 諸田 玲子 ヴァンパイアの教科書 オーブリー・シャーマン 最新CASEがよくわかる本 神崎 洋治 最新民法がよくわかる本 三木 邦裕
院内刑事(デカ)フェイク・レセプト 濱 嘉之
犯人のいない殺人の夜 東野 圭吾 『ネコにカメラ』 岩合 光昭
薬屋のひとりごと　9 日向 夏
失せ物屋お百 廣嶋 玲子 乳がん病後のケアと食事 佐伯 俊昭
京都寺町三条のホームズ　14 望月 麻衣 血液のがん 木崎 昌弘
ひなたストア 山本 甲士 親の介護、それでも人生思い通り! 児玉 浩子
うちのカレー 山口 恵以子
昼行燈 阿蘭陀女 和久田 正明

『霧島から来た刑事』 永瀬 隼介 医者が教える免疫力を上げる食事術 高橋 弘
科学はこう「たとえる」とおもしろい! 左巻 健男 アーティストの手紙 マイケル・バード 健康長寿のウソ・ホント 永野 正史
なぜ時間は存在しないのか ジュリアン・バーバー 日本のロゴ・マーク50年 日本タイポグラフィ協会 1分脳活 白澤 卓二
アロマの化学きほんのき 齋藤 勝裕 寺山修司を待ちながら 石田 和男
木星・土星ガイドブック 鳫 宏道 国策落語はこうして作られ消えた 柏木 新 『健康長寿のウソ・ホント』 永野 正史
もっと美しき小さな雑草の花図鑑 大作 晃一 リーダーとして覚えておいてほしいこと 野村 克也
私たちが食べる動物の命と心 バーバラ・J.キング 医師も薦める子どもの運動 中野 ジェームズ修一
しくじらない飲み方 斉藤 章佳 水泳体幹トレーニング 小泉 圭介
シニアの狭心症・心筋梗塞 上妻 謙 素敵に花一輪 川崎 景太

無の国の門 サマル・ヤズベク ビジュアルパンデミック・マップ サンドラ・ヘンペル 作って学べるUnity本格入門 賀好 昭仁
チェリー ニコ・ウォーカー ウォーキング・セラピー ジョナサン・ホーバン 話すチカラ 齋藤 孝
ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ “空腹”が健康をつくる 三浦 直樹 英語で読む そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー
サンセット・パーク ポール・オースター 野菜はくすり 村田 裕子 天声人語　2019冬 朝日新聞論説委員室
ザ・フォックス フレデリック・フォーサイス 柳家小三治1～6 朝日名人会
憑りつかれた老婦人 M.R.ラインハート 『素敵に花一輪』 川崎 景太 現代文学の世界1～10 サン・エデュケーショナル

結ばれたロープ ロジェ・フリゾン=ロッシュ えいごのうた　オールベスト１００ キングレコード
わらべうたベスト キングレコード
五年目の客 池波正太郎

新・出雲國　まこも風土記 田中　文夫

（DVD）メアリと魔女の花 ウォルト・ディズニー・ジャパン

（DVD）居眠り磐音 松竹
Illustrator魔法のレシピ 浅野 桜 工学系卒論の書き方 別府 俊幸 新エクセレント・カンパニー トム・ピーターズ （DVD）君の名は 東宝
読書をプロデュース 角田 陽一郎 松本州平のヒコーキ模型道楽　2 松本 州平 「特定技能」外国人雇用準備講座 井出 誠 （DVD）羊と鋼の森 東宝
哲学の技法 ジュリアン・バジーニ イラストでわかるビル設備 井上 国博 逆引きビジネスガイド　2020 金融財政事情研究会 （DVD）この世界の片隅に バンダイビジュアル

『気持ちを伝える贈りもの』　後藤 由紀子

『科学はこう「たとえる」とおもしろい!』 左巻 健男

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

郷 土

動物写真の第一人者、岩合光昭が審査を
する「アサヒカメラネコ写真コンテスト」。第1
回～第4回に寄せられた応募作からよりす
ぐりの100点を掲載する。コンテスト優勝者
に学ぶネコの撮り方も収録。

「イワシ雲」のでき方は「味噌汁の味噌の動
き」と一緒! 「オーロラ」も「蛍光灯」も光るしく
みは同じ! 天気のしくみから有機ELまで、自
然現象・科学現象を身近なものにたとえて
解説する。

健 康 長 寿

定型業務に独自の工夫を加えている、電話
の取次ぎで仕事の手が止まる、やり直し・
繰り返しが多い…。職場に潜むさまざまな
「ムダ」を紹介し、それらを取り除く方法を解
説する。

めったに買い換える機会のないものを。作
り手が見える地元の味を…。大人の贈りも
のにふさわしい逸品を、「ありがとう」「おめ
でとう」という「気持ち」別に分けて、エッセイ
とともに紹介する。データ:2019年12月現在。

暮らしの中で花や緑を楽しみませんか? 葉
や炭、枝、果物など、自然素材や日用品を
花留めに使った春夏秋冬の「一輪いけ」を紹
介。花材の扱い方や花留めの作り方も解説
します。センスが良くなるアイデアが満載。

法 律 情 報

新 着 Ｃ Ｄ

110歳まで元気に生きる! 長生きするために
必要な最新の健康常識について、「食生
活」「運動」「睡眠」「検査と薬」の4つの観点
から医師の著者が体験した内容を医学的
な根拠を踏まえて紹介する。

鹿児島県警を退官し農業に勤しむ古賀正之の
元に、警視庁組織犯罪対策部の刑事である息
子の武が消息を絶ったという連絡が入る。正之
は慣れない東京で不器用な「捜査」を始め…。
情報誌『BAN』連載「新・東京物語」を文庫化。

ハ ー ト フ ル


