
ドリトル先生アフリカへ行く ヒュー・ロフティング
おいで、アラスカ! アンナ・ウォルツ

AIとともに生きる未来　3 山田 誠二
気をつけよう!ネット動画　3 小寺 信良
調べる学習子ども年鑑　2020 朝日小学生新聞 かふんとみつ 飯野 和好
人見絹枝 藤丘 ようこ みつけた!こんちゅう 鎌田 歩
現地取材!世界のくらし　1～10 ポプラ社 せんとてん ヴェロニク・コーシー
パン屋さん・レストラン 青山 由紀
図書館・警察署 青山 由紀 さいとう しのぶ
花屋さん・ドラッグストア 青山 由紀 なぞなぞちゃん さいとう しのぶ
あったらいいな、こんな車いす 斎藤 多加子 はじめてのちきゅうえほん 斎藤 紀男
福祉がわかるシリーズ　3 稲葉 茂勝 つながろ! しまだ ようこ 高峰秀子の反骨 高峰 秀子
もっと知りたいさくらの世界　2 勝木 俊雄 ふたごのかがみピカルとヒカラ 高山 なおみ つりが好き 井伏 鱒二　ほか
見つける見分ける鳥の本 秋山 幸也 猫を棄てる 村上 春樹
道路のたんけん 福手 勤 『つながろ!』 しまだ ようこ 読む力 井上 弘美 だって買っちゃった 吉田 戦車
鉄道のたんけん 福手 勤 誰も気づかなかった 長田 弘 旅のつばくろ 沢木 耕太郎
川のたんけん 福手 勤 立花三将伝 赤神 諒
空港のたんけん 福手 勤 まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬 まる 『猫を棄てる』 村上 春樹
目で見るSDGs時代の環境問題 ジェス・フレンチ 濱地健三郎の幽たる事件簿 有栖川 有栖
観光を考える　3・4 小林 寛則 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎
うんどう基礎のきそ　3 こどもくらぶ すきまっこちゃん 竹与井 かこ 死者との対話 石原 慎太郎
水泳教室 平井 伯昌 なーちゃんとおおかみ 多田 ひろみ
だれにもいわずにおきましょう 金子 みすゞ まんままんま 中川 ひろたか 大前 粟生
てれるぜ 工藤 直子 千両みかん 野村 たかあき ビルマに見た夢 古処 誠二

まめちゃんとまじょ はまの ゆか 駆け入りの寺 澤田 瞳子
はやくちことばのさんぽみち 平田 昌広 恋愛未満 篠田 節子
おかいもの 前田 まゆみ スノードロップ 島田 雅彦 武士の流儀　3 稲葉 稔
おさんぽ 前田 まゆみ 法の雨 下村 敦史 プリズン・ドクター 岩井 圭也
ねえさんの青いヒジャブ イブティハージ・ムハンマド イエロー・サブマリン 小路 幸也 決別 上田 秀人

業平 高樹 のぶ子 緋色のメス　完結篇 大鐘 稔彦

『千両みかん』 野村 たかあき あの日の交換日記 辻堂 ゆめ おやこ 細谷 正充
とりかえっこ 泉 啓子 銀花の蔵 遠田 潤子 夢あかり 倉阪 鬼一郎
おねがい流れ星 如月 かずさ 四神の旗 馳 星周 刑事の灯 麻見 和史

少年と犬 馳 星周 母の祈り 小杉 健治
北川 チハル おおきな森 古川 日出男 おこん春暦 佐伯 泰英

新選組戦記　下 小前 亮 コトノハ町はきょうもヘンテコ 昼田 弥子 照葉ノ露 佐伯 泰英
えんそくのおばけずかん 斉藤 洋 妖の掟 誉田 哲也 江戸湊の軛 鈴木 英治
あたしたちのサバイバル教室 高橋 桐矢 江戸の夢びらき 松井 今朝子 はなの味ごよみ　6 高田 在子
あたしたちの居場所 高橋 桐矢 カケラ 湊 かなえ 慶事の魔 千野 隆司
怪談5分間の恐怖 覚めない怖い夢 中村 まさみ 博士の愛したジミな昆虫 金子 修治 告解 薬丸 岳 注文の多い料理小説集 柚木 麻子　ほか
怪談5分間の恐怖 幽霊のびんづめ 中村 まさみ 有権者って誰? 藪野 祐三 こんぱるいろ、彼方 椰月 美智子 居合の女 鳥羽 亮
紙ひこうき、きみへ 野中 柊 レオナルド・ダ・ヴィンチ 池上 英洋 流星シネマ 吉田 篤弘 剣客旗本春秋譚　4 鳥羽 亮
レッツはおなか ひこ・田中 「さみしさ」の力 榎本 博明 幽霊たちの不在証明 朝永 理人
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　13 廣嶋 玲子 環境学部 大岳 美帆 『逆ソクラテス』 伊坂 幸太郎 素敵な日本人 東野 圭吾
わたしの本 緑川 聖司 検察官になるには 飯島 一孝 小糠雨 藤井 邦夫
あなたの本 緑川 聖司 13歳からの環境問題 志葉 玲 からくり夢殺し 和田 はつ子
みんなの本 緑川 聖司 ソードアート・オンライン　24 川原 礫 から騒ぎ シェイクスピア
そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー ドーナツの歩道橋 升井 純子 AIの魔女　上・下 ジェームズ・ロリンズ
アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ コピーボーイ ヴィンス・ヴォーター 村上春樹の世界 加藤 典洋

『紙ひこうき、きみへ』 野中 柊 『ドーナツの歩道橋』 升井 純子 『注文の多い料理小説集』 柚木 麻子　ほか

道行きや 伊藤 比呂美
パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原 ひとみ
なりゆきを生きる 玄侑 宗久
また、本音を申せば 小林 信彦

あかちゃんとわらべうたであそびましょ!

ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい

おかしっこ学校はじめ組 はじめてのぷるぷるプール

『だれにもいわずにおきましょう』 金子 みすゞ

日 本 の 文 学 ・ 小 説

敵は、先入観。世界をひっくり返せ! 
デビュー20年目の著者が描く少年たちの物
語。『オール讀物』掲載の「スロウではない」
など、書き下ろし3編を含む短編全5編を収
録。

4/26～5/21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。

最高級の鮨&ワイン、鮪の山かけと蕗の薹の
味噌汁、カリッカリに焼いたベーコンにロシア
風ピクルス。おやつに金平糖はいかが? 小説
の名手たちが「料理」をテーマに紡いだ短編
小説7篇を収録。『オール讀物』掲載を文庫化。

エ ッ セ イ

文 庫 ・ 新 書

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 6月号

シマリスのキリリのところに、青い紙ひこうき
がとんできました。開くと「こんにちは。夕方
には、そちらにつきます」と書いてありました。
キリリは、外でいっしょにごはんを食べようと
準備しました。そして、あらわれたのは…。

幼なじみのまいちゃんは発達障がい? まい
ちゃんの「苦手」を解決する「まほうのくふ
う」ってなんだろう? 発達障がいをもつ子ど
もへの接し方と、これからの教育に必要と
なる「ユニバーサル教育」の理念を学べる
絵本。

時が忘れさせるものがあり、そして時が呼び
起こすものがある-。中国での戦争経験を持
つ父親の記憶を引き継いだ作家が父子の歴
史と向き合う。初めて自らのルーツを綴ったノ
ンフィクション。『文藝春秋』掲載を単行本化。

こどもの いない こどもべや、ぽっつり で
んきは さびしかろ。(「ひるのでんき」より) 
金子みすゞの詩10編を高畠那生の絵とと
もに収録。それぞれの詩に監修・矢崎節
夫のコメントを付す。

寝込んでいる若旦那が心にかかって忘れら
れないもの。それは、みかん。お安い御用と、
笑顔でうけあった番頭だが、今は夏。みかん
はどこにも売っていなくて…。古典落語「千両
みかん」を丹精な木版画で絵本化。

家族のこと、好き? それともきらい? 思いは
毎日くるくるまわる。好きときらいは、とって
も近いところにあるんだね―。新しい学校と
友だち、介護が必要な家族のこと。高校1年
生の麦菜の心ゆれる毎日をみずみずしく描
く。



水軍と海賊の戦国史 小川 雄 歌舞伎の101演目解剖図鑑 辻 和子
石に刻まれた江戸時代 関根 達人 いちばんやさしいキャンプ入門 長谷部 雅一
徳川の幕末 松浦 玲 香道の文化史 本間 洋子

保健室のアン・ウニョン先生 チョン セラン 沖縄戦 平塚 柾緒 重機図説 グラフィック社編集部 天才の考え方 加藤 一二三
サークル・ゲーム マーガレット・アトウッド ヨーロッパ全史 サイモン・ジェンキンス 日本の城 中井 均 短いスピーチあいさつ実例大事典 主婦の友社
死の濃霧 コナン・ドイル　ほか コロンブスの図書館 エドワード・ウィルソン=リー 大人だから、甘い服 香田 あおい
あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット フェルトと遊ぶ PieniSieni
パトリックと本を読む ミシェル・クオ 日本水土総合研究所 ビギナーズ手作りアクセサリー100 PARTS CLUB
オルガ ベルンハルト・シュリンク 謎解き日本列島 宇田川 勝司 はじめてのニャンドゥティ 千森 麻由 Word最強時短仕事術 高田 天彦
コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ syunkonカフェごはん　7 山本 ゆり

魚のおかず 日本調理科学会 坂本 光司
糖質オフの冷凍作りおき弁当 主婦の友社 定年を病にしない 高田 明和
思わず見とれるゼリースイーツ 大越 郷子 パワハラ防止法の労務実務 岡田 良則

金川 顕教
経営戦略4.0図鑑 田中 道昭
企画書つくり方、見せ方の技術 藤村 正宏

北村 良子
地図で見るイタリアハンドブック 地域を支える「農企業」 小田 滋晃

豊福神巡り 須山　倫史 ルポ老人受刑者 斎藤 充功 売れるコピーライティング単語帖 神田 昌典
再オープン記念特別展　行列 明解経済理論入門 高橋 洋一
個人予約の旅と宿山陰　[2020] 舵社 なぜ支店長は飛ばされたのか 加藤 直樹
乾燥地の塩類集積 山中典和　ほか 他人とうまくやっていく アラン・ピーズ

障害のある子の住まいと暮らし 渡部 伸 主婦の友社
小林 朋道 絵で読む教育学入門 広岡 義之 図解よくわかるナシ栽培 川瀬 信三

からだあそび145選 九州合研常任委員会 園芸大図鑑 ブティック社
アイヌをもっと知る図鑑 平凡社 ガーデニング大百科 ブティック社
上品な大人のマナーと所作 鹿島 しのぶ はじめての多肉植物栽培 松山 美紗

自分でできる小さな庭づくり 香山 三紀

『からだあそび145選』 あなたのペットが迷子になっても 遠藤 匡王
老鳥との暮らしかた 細川 博昭 最新重要判例250刑法 前田 雅英
農家が教える痛快キノコつくり 農文協 裁判員制度は本当に必要ですか? 織田 信夫
日本貨物鉄道地図鑑 木村 雄一 図解わかる税金　2020-2021年版 芥川 靖彦

プログラミング言語大全 クジラ飛行机
脱!SNSのトラブル 佐藤 佳弘 肺がん 坪井 正博
哲学のやさしく正しい使い方 「ボケたくない」という病 和田 秀樹
自由というサプリ いとう せいこう 数学原論 斎藤 毅 がんを自力で消し去る最強食 主婦の友社
老いの器量 下重 暁子 植物元素よもやま話 正岡 淑邦 人生は七転び八起き 音葉 紬
修造流脳内変換術 松岡 修造 漢方と薬膳の基礎知識 松田 久司
寂庵コレクション　Vol.2 瀬戸内 寂聴 iPS細胞の研究室 志田 あやか 『人生は七転び八起き』 音葉 紬
法王フランシスコの「核なき世界」 津村 一史 シニアの高血圧 土橋 卓也

下肢静脈瘤 広川 雅之 東京と美術。 平凡社

『自由というサプリ』 いとう せいこう 人は口から老化する! 小林 健一郎 かわいい江戸の絵画史 金子 信久
ウイルスに負けない生き方 刈谷 真爾 絵本画家 赤羽末吉 赤羽 茂乃

イメージのヴァナキュラー 前川 修
齋藤 勝裕 籐で作るアクセサリーと小物 堀川 波

機能性野菜の教科書 中野 明正 時代別日本の配色事典 城 一夫

『植物元素よもやま話』 正岡 淑邦 『かわいい江戸の絵画史』
澤木 一貴

365日でわかる世界史 八幡 和郎 高橋 洋樹

浮世 博史 長野 祐亮

島根県立古代出雲歴史博物館　

先生、大蛇が図書館をうろついています!

もう一つ上の日本史　近代～現代篇

一度は訪ねてみたい日本の水と土

オーレリアン・デルピルー

新型コロナウイルス緊急対策マニュアル

80分でマスター!ガチ速決算書入門

ロジカルシンキング見るだけノート

衰えた体がよみがえる最高最善の運動

103歳のスーパーおばあちゃん箱石シツイさん

毎日1曲!脳が元気になる!歌って手拍子

スパイス&ハーブの使いこなし事典

『はじめてのニャンドゥティ』　千森 麻由

『あなたのペットが迷子になっても』　遠藤 匡王

『売れるコピーライティング単語帖』　神田 昌典

フレデリック・ルノワール

『保健室のアン・ウニョン先生』　チョン セラン

『先生、大蛇が図書館をうろついています!』 小林 朋道

『コロンブスの図書館』 エドワード・ウィルソン=リー

九州合研常任委員会

日本でいちばん大切にしたい会社　7

健 康 情 報

産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

総 記 ・ 哲 学

自 然 科 学

社 会 科 学

外 国 の 文 学 技 術 ・ 家 庭

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学

郷 土

ちょっとだけ、一人ぼっちじゃなくなるといい
な―。きつい現実が、少しだけゆるまると評
判の対話を収録。2018年11月～2019年6月
開催の、参加者のお悩みに悩みつづける、
やさしいトークショウをもとに書籍化。

健 康 長 寿

法 律 情 報
コウモリは洞窟の中で寝る位置で争い、ヤギ
部のヤギ・クルミがリーダーシップを発揮し、森
のアカハライモリは台風で行方不明に! 自然豊
かな大学を舞台に起こる動物と人間をめぐる
事件の数々を人間動物行動学の視点で描く。

養護教諭のアン・ウニョンが赴任した私立高校
では、原因不明の怪奇現象や不思議な出来事
がつぎつぎと巻き起こる。霊能力を持つ彼女は
BB弾の銃とレインボーカラーの剣を手に、さま
ざまな謎や邪悪なものたちに立ち向かうが…。 南米らしい、色とりどりのカラーが魅力的な

アクセサリーを作ってみませんか? パラグア
イに伝わる伝統手芸「ニャンドゥティ」。多種
多様なモチーフの作品を、詳しい作り方とと
もに紹介します。

ブログ、Webサイト、SNSで心をつかむ文章
に共通する「PASONA」の法則とは? 言葉と
数値に20年以上向かい合ってきた2人の著
者が、営業の素人を稼ぐ達人に変える667
語+2000フレーズを紹介する。

1539年、セビーリャ。世界最高の図書館をつ
くりあげたのはコロンブスの息子だった-。ル
ネサンス、宗教改革、大航海時代の最前線
で世界のありとあらゆる情報を目録化しよう
と試みたエルナンド・コロンの人生を追う。

単純化とデフォルメでかわいく描く、拙い描写
が「かわいい」を生む、ゆるさで心を和ませる、
「イカれた」形に表す…。俵屋宗達、伊藤若冲、
与謝蕪村、円山応挙らの作品を多数取り上
げ、「かわいい絵」の魅力と歴史を紹介する。

行方不明のペットを捜索するスペシャリスト
「ペット探偵」の著者が、ペットと人の深い絆
を感じさせる17のエピソードを紹介する。
ペット探偵からのお願いや迷子のペットの
探し方など、飼い主へのアドバイスも収録。

歴 史

子どもにとって「あそび」は生活そのもの! 愉
しく遊んでこそ、からだも心も豊かに育つ。九
州保育団体合同研究集会を介してつながっ
た54園から紹介された、乳児・幼児/学童の
からだあそび145を、イラストとともに紹介。

日々の暮らしに深くかかわっている植物元素。
毒にも栄養にもなる硫黄や銅、飢餓を回避さ
せる窒素やリン、体内を大量移動するカリウ
ムや酸素など、日々の生活に根を下ろす植物
にまつわる元素の話を紹介する。

発達障がいの双子の娘達と暮らす日々の中
で見つけるのは、たくさんの愛。どんな風に
生まれようと「そのままを大事にすればいい」
という父の言葉を支えに、明るく前を向いて
歩き続ける、勇気をもらえる家族の物語。


