
アベベのぼうけん　かんどうの下巻 佐藤 雅彦 TA-DAH!（英語版） 木坂 涼
AIとともに生きる未来　2 山田 誠二 たまごにいちゃんとげんちゃん あきやま ただし
気をつけよう!ネット動画　2 小寺 信良 しばふって、いいな! レオーネ・アデルソン
タテ割り日本史　1～5 講談社 スキップスキップ あまん きみこ
心のバリアフリーを学ぶ　1・2 高橋 儀平 いたずらのすきなけんちくか 安藤 忠雄
知ろう!学ぼう!税金の働き　2 日本税理士会連合会 バレエのおけいこ 石津 ちひろ
小学校では学べない家族と友だち 齋藤 孝 へんかしらそうかしら 内田 麟太郎
世界幻妖図鑑 フロールチェ・ズウィヒトマン ちかてつもぐらごう 大森 裕子
ジュニア空想科学読本　19 柳田 理科雄 ごんべえだぬき 川端 誠
日食と月食 藤井 旭 おとなりさん 木坂 涼
くさい! クライヴ・ギフォード 星のなる木 くすのき しげのり 長月 天音
だんだんできてくる　4 鹿島建設株式会社 恐竜トリケラトプスとあくまのもり 黒川 みつひろ 緋色の残響 長岡 弘樹
海のプラスチックごみ調べ大事典 保坂 直紀 はっけよーい ケロポンズ 蕎麦湯が来ない せきしろ 掟上今日子の設計図 西尾 維新
ふかふかパンのひみつ しぜんにタッチ! とりあえずありがとう 五味 太郎 シルバー川柳　千客万来編 みやぎシルバーネット バスへ誘う男 西村 健
トマトの大百科 中野 明正 こちら、苦手レスキューQQQ! 小島 ケイタニーラブ できない男 額賀 澪
観光を考える　2 小林 寛則 『星のなる木』 くすのき しげのり 輪舞曲(ロンド) 朝井 まかて 帝国 花村 萬月
作るのが楽しくなるクラフトBOOK いしかわ まりこ 修羅の家 我孫子 武丸 <あの絵>のまえで 原田 マハ
スーパーコロコロドミノ装置 野出 正和 迷宮の月 安部 龍太郎 クスノキの番人 東野 圭吾
はじめての少年野球（ＤＶＤ付） JBS武蔵 絶対猫から動かない 新井 素子 大一揆 平谷 美樹
マンガと動画でうまくなる!少年野球 高島エイト 雪と心臓 生馬 直樹 東京ホロウアウト 福田 和代
囲碁 伝承遊びを伝える会 ホテル・アルカディア 石川 宗生 羊の国のイリヤ 福澤 徹三
詩をつくろう　3 和合 亮一 うさぎがいっぱい リチャード・スキャリー オーバーロード　14 丸山 くがね

あいちゃんのひみつ 竹山 美奈子 石井 光太 MISSING 村上 龍
ブルーがはばたくとき ブリッタ・テッケントラップ 木になった亜沙 今村 夏子 天下取 村木 嵐
はじまるよはじまるよ とよた かずひこ あなたが私を竹槍で突き殺す前に 李 龍徳 心にいつも猫をかかえて 村山 早紀
おくりもの 豊福 まきこ 総理の決断 大塚 千久 魔女たちは眠りを守る 村山 早紀
あたまとんとんたたいたら 中川 ひろたか 本好きの下剋上　第5部 1 香月 美夜 愚か者の城 矢野 隆
おいらとぼく 長田 真作 罪人の選択 貴志 祐介 クロス 山下 紘加
ランカ 野呂 きくえ チンギス紀　7 北方 謙三 暴虎の牙 柚月 裕子

世界一クラブ　8 大空 なつき 人間のれきし キャサリン・バー 怖い患者 久坂部 羊 誘拐屋のエチケット 横関 大
はりねずみのルーチカ　9 かんの ゆうこ どんなふうにみえるの? 林 木林 天稟 幸田 真音
ぼくらのいじめ救出作戦 宗田 理 あのほん ひぐち みちこ 私たちの望むものは 小手鞠 るい 『バスへ誘う男』 西村 健
魔女ラグになれた夏 蓼内 明子 春がきたよ、ムーミントロール トーベ・ヤンソン 焦眉 今野 敏
おっちょこ魔女先生 廣嶋 玲子 きょうりゅうたちのおーっとあぶない ジェイン・ヨーレン 公安狼 笹本 稜平
トラブル旅行社(トラベル) 廣嶋 玲子 鬼棲むところ 朱川 湊人
いろどり屋 廣嶋 玲子 三兄弟の僕らは 小路 幸也
ヤバイ親友は知っている 藤本 ひとみ ダーク・ブルー 真保 裕一
からくり探偵団　2 藤江 じゅん 伊藤若冲 辻 惟雄 約束の果て 高丘 哲次
オオカミの時間 三田村 信行 福祉業界で働く 戸田 恭子 女神のサラダ 瀧羽 麻子
ちょきんばこのたびやすみ 村上 しいこ 中学一冊目の参考書 船登 惟希 図書室のバシラドール 竹内 真
異能力フレンズ　2 令丈 ヒロ子 大学図鑑!　2021 オバタ カズユキ 地に這うものの記録 田中 慎弥 老いてこそ生き甲斐 石原 慎太郎
ヴァイキングの誓い ローズマリー・サトクリフ 14歳からの読解力教室 犬塚 美輪 透明な夜の香り 千早 茜 社会とことば 井上 ひさし
夜明けの風 ローズマリー・サトクリフ 暗鬼夜行 月村 了衛 さだの辞書 さだ まさし
ベネベントの魔物たち　3・4 橘 つばさ 希望のゆくえ 寺地 はるな 沢木耕太郎セッションズ　1～3 沢木 耕太郎

都会(まち)のトム&ソーヤ　外伝16.5 はやみね かおる 空の声 堂場 瞬一 笑って生ききる 瀬戸内 寂聴
ヘルマン・シュルツ Re:ゼロから始める異世界生活　22 長月 達平 北条氏康　1 富樫 倫太郎 死学のすすめ 曽野 綾子

ピノピノよもうよ ロベルト・ピウミーニ コンビニたそがれ堂 花時計 村山 早紀 逃亡者 中村 文則 ちょこっと、つまみ 阿川 佐和子　ほか

『いろどり屋』 廣嶋 玲子 『14歳からの読解力教室』 犬塚 美輪 『約束の果て』 高丘 哲次 『さだの辞書』 さだ まさし

ほどなく、お別れです　それぞれの灯火

赤ちゃんをわが子として育てる方を求む

『くさい!』　　　　　　　　　　 クライヴ・ギフォード

ぼくたちがギュンターを殺そうとした日

ジョン・ベーメルマンス・マルシアー

5分後に恋の結末　そして、誰かの恋がはじまる。

日 本 の 文 学 ・ 小 説

偽史と小説。遠古より虚構とされてきた二書
には、伝説の国の王を巡る、ある“悲劇”が
記されていた。時代、国境を越え読み解か
れていった、物語の結末とは。そして、約束
の地を訪れた「私」が目撃した光景とは―。

3/20～4/25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。

テーマは「家族・故郷・ご先祖様」「友・仲間・
恩人」「歴史・土地・希望」「本・音楽・映画」。
ときに爆笑、ときに涙の三題噺25話。『図
書』連載を再構成し、書き下ろしを追加。

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 5月号

テンは、色をつくりだす「いろどり」の魔法使
い。おしゃべりなカメレオンのパレットと一緒
に、いまのあなたに必要な色を用意して
待っています…。「十年屋」シリーズの人気
キャラ、テンの物語。

リンが拾った種が、やがて村人を巻き込ん
で大騒ぎに。あれは不幸の種だったのか。
欲をかいた大金持ちに訪れた結末とは…。
「豊かさ」とは何かを考えさせる絵本。短編
集「海の見える丘」に収録されている短編
を絵本化。

路線バス旅のコーディネイターの「私」は、
同好の士で元刑事の炭野と出会う。彼はな
ぜか、翌日になると謎を解き明かしてくれる
…。東京の片隅に生じた小さな謎を解き明
かす、一風変わったトラベルミステリー。

においは、生きるためやコミュニケーション
にとっても役立つ。においにかかわること
がらをイラストといっしょに楽しく解説する。
においにまつわるビックリおもしろ話も豊富
に掲載。

教科書、新聞、文学…。どれも日本語で書か
れているはずなのに、実はみんな「違う」。だ
からこそテーマによって「読みにくい・読みや
すい」がある。その「当たり前の事実」をわか
りやすく説明し、「読解力」の大切さを伝える。



ADHDの正体 岡田 尊司 はじめての囲碁の教科書 吉原 由香里
膵臓がん・胆道がん 神澤 輝実 一目でわかる文章術 石黒 圭
小学生のための歯のはなし 渡邊 真亀子 かんたん韓国語読本 康 煕奉

稲荷書店きつね堂　2 蒼月 海里 出雲大社 松江　[2020]改訂3版 マニマニ ゆる薬膳。365日 池田 陽子 ひとりでも学べるフランス語 中村 敦子
明日町こんぺいとう商店街　4 大島　真寿美　ほか 松江市につたわる指定文化財 松江歴史館集 長生き朝ごはん 今津 嘉宏
1日10分のごほうび 赤川 次郎 令和につなぐ不昧のこころ 山陰中央新報社
激闘 稲葉 稔
跡継 上田 秀人 パソコン最強時短仕事術 守屋 恵一
鎖国 上田 秀人 世界の橋の秘密ヒストリア ジュディス・デュプレ 自分を幸せにする働き方 張替 一真
レイモンさん 植松 三十里 追いつめられる海 井田 徹治 新しい起業のかたち 安田 修
トロイの木馬 江上 剛 絵でわかるネットワーク 岡嶋 裕史 無敵の定年後 陵水 研人
わるじい慈剣帖　3 風野 真知雄 自分で作るねこの家具とインテリア 成美堂出版編集部 「経理」の勉強法! 梅澤 真由美
心霊探偵八雲 神永 学 人気作家のかわいい刺しゅう740 北村 絵里 雑談の一流、二流、三流 桐生 稔
風の二代目 倉阪 鬼一郎 パッチワークのポーチと小さな袋もの 石川 さちこ 思考の枠を超える 篠原 信
赤い雨 佐伯 泰英 食材保存大全 沼津 りえ イマドキ女性管理職の働き方 麓 幸子
とろとろ卵がゆ 坂井 希久子 いつも卵があるといい 堤 人美 史上最強の内定獲得術 武藤 孝幸
偽装診療 仙川 環 できる研究者のプレゼン術 梅干し 漬け物 保存食 脇 雅世 日本のおいしいみかんの秘密 秋竹 新吾
鯖猫長屋ふしぎ草紙　8 田牧 大和 本屋を守れ 藤原 正彦 魚焼きグリルで朝ラク弁当 武蔵 裕子 最強の自社ブランド農業経営 武下 浩紹
迷路の始まり 堂場 瞬一 水上ノート 水上 颯
餓狼剣 鳥羽 亮 記者失格 柳澤 秀夫 『思考の枠を超える』 篠原 信
PUZZLE 内藤 了 世界哲学史　3 伊藤 邦武
逃げるな新人外科医 中山 祐次郎 善とは何か 大熊 玄 人類を救う農業の科学 齋藤 勝裕
サムのこと 猿に会う 西 加奈子 図解使える心理学大全 植木 理恵 江戸東京野菜の物語 大竹 道茂
小指物語 二宮 敦人 1%の努力 ひろゆき 切る枝・残す枝がわかる!庭木の剪定 宮内 泰之
動脈爆破 濱 嘉之 頑張りすぎない練習 玉置 妙憂 野菜の植え合わせベストプラン 竹内 孝功
高校事変　6 松岡 圭祐 壁の世界史 イアン・ヴォルナー 素敵に彩る小さな庭づくり E&Gアカデミー
わが家は祇園の拝み屋さん　12 望月 麻衣 卑弥呼の時代 吉田 晶 ねこチラ パイインターナショナル

もののけ 朝井 まかて　ほか ヘンリー王子とメーガン妃 亀甲 博行 動物の看護師さん 保田 明恵
もぐら新章 波濤 矢月 秀作 k.m.p.の、香港・マカオぐるぐる。 k.m.p.ブックデザイン グッズ製作ガイドBOOK グラフィック社編集部 著作権とは何か 福井 健策
月の光 ケン・リュウ 木造駅舎紀行200選 杉崎 行恭 離婚ハンドブック 比留田 薫
名犬ベラの650kmの帰宅 W.ブルース・キャメロン 派遣添乗員ヘトヘト日記 梅村 達 35歳から創る自分の年金 是枝 俊悟
嗤う猿 J.D.バーカー ペットのトラブル相談Q&A 渋谷 寛
最悪の館 ローリー・レーダー=デイ 完本・哲学への回帰 稲盛 和夫 『動物の看護師さん』 保田 明恵

独裁者が変えた世界史　上・下 オリヴィエ・ゲズ

『もののけ』 朝井 まかて　ほか 交渉力 橋下 徹
「新型コロナ恐慌」後の世界 渡邉 哲也 高血圧の献立 オレンジページムック
格差は心を壊す 認知症予防がまるごとわかる本 晋遊舎ムック
同僚は外国人。 細井 聡 今日のわたしは、だれ? ウェンディ・ミッチェル
おひとりさまの大往生ガイドBOOK 村松 静子 乳がんがよくわかる本 井本 滋
大学生、福島を聴く 橋口 勝利
受験で子どもを伸ばす親、つぶす親 和田 秀樹
昭和少年カルチャーDX おおこし たかのぶ 高山寺の美術 高山寺

バンクシーを読む TJ MOOK
セヘルが見なかった夜明け 『同僚は外国人。』 細井 聡 人生を1冊でふりかえる手作りアルバム 藤井 千代江
歌え、葬られぬ者たちよ、歌え ジェスミン・ウォード 高雅な折り紙 山口 真
イエスの学校時代 J.M.クッツェー 音楽と契約した男瀬尾一三 瀬尾 一三
秋 アリ・スミス おうち筋トレの本 日経ヘルス
銀をつむぐ者　上・下 ナオミ・ノヴィク 野村克也の「人を動かす言葉」 野村 克也
よそ者たちの愛 テレツィア・モーラ アルパインクライミング教本 笹倉 孝昭
リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン 1日5分茶の湯の歴史 谷端 昭夫 寝ながらできる認知症予防　4 山崎 律子

左手で字を書けば脳がめざめる 井上 肇

『イエスの学校時代』 J.M.クッツェー 『高雅な折り紙』 山口 真 病気にならないラクラクトレーニング 森田 敏宏
ザ・ヒストリー科学大百科 トム・ジャクソン 山根基世の朗読読本（CD２枚付）　2 山根 基世
最強に面白い!!宇宙 ニュートン式超図解
散歩が楽しくなる空の手帳 森田 正光
植物はなぜ毒があるのか 田中 修
鳴く虫「音声」図鑑 奥山 風太郎 ひと目でわかる実用手話辞典 手話技能検定協会

『令和につなぐ不昧のこころ』　山陰中央新報社

『今日のわたしは、だれ?』 ウェンディ・ミッチェル

ジョナサン・シュワビッシュ

リチャード・ウィルキンソン

セラハッティン・デミルタシュ

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

島根県松江市にある、大名茶人として名高い
松平不昧ゆかりの茶室「菅田庵」。その成り
立ちと歴史や、保存修理の概要などを写真と
ともに紹介する。『山陰中央新報』連載の「平
成不昧伝」「花で巡る茶事12カ月」も収録。

健 康 長 寿

法 律 情 報

ノビージャの街を捨て、田舎町に逃れてき
たダビード、シモン、イネスの家族。シモンと
イネスは農園に住み込みの仕事を見つけ、
6歳のダビードは、ダンススクールでバレエ
と数字を学ぶ!? 「イエスの幼子時代」続篇。

「御前」と呼ばれる使い古された“筆”がある
文字書きとの半生を語る「ぞっこん」、急死し
た父の口入屋を継いだ男が、歳を取らない
者たちの存在に気付く「蜆塚」など、もの悲し
くも背筋が凍る短編時代小説6作を収録。

ハ ー ト フ ル

動物看護士ってどんな仕事? 動物、飼い主、
獣医師、三者それぞれに寄り添い架け橋と
なって治療を進める動物看護師の仕事を、
6人の体験から鮮やかに描き出す。

58歳で若年性アルツハイマーの診断を受け
た。しだいに失われていく記憶。見知ったはず
の世界が、突如知らないものになる恐怖に怯
えながらも、残された理性と工夫で、病気を出
し抜こうとし…。当事者が綴る認知症のリアル。

急速に進む労働力の多様化と、それが日
本人の生活にどう関わってくるのかを解説。
「労働力」でなく「人間」である外国人をどう
受け入れていくべきか、「外国人と向き合う
最前線」から提言する。

不器用な人は、思考の枠組み「思枠」に囚
われやすいだけ。固定観念から脱したい、
時代を先取りしたい、「ひらめき」を引き出し
たい人に向けて、自分の「思い込み」の外に
ある「アイデア」を見つける方法を紹介する。

かわいい、ユニーク、かっこいい、アラカル
トの4カテゴリー34作品の折り方を掲載。シ
マエナガやハシビロコウなど話題になった
生き物、超複雑系のディバインドラゴンなど、
幅広いモチーフの作品を収録する。


