
ピカピカだいさくせん! いだ のりこ
小林 祐紀 駅のピアノ 稲葉 茂勝

うさぎになったゆめがみたいの おくはら ゆめ
伊藤 和明 しゅっぱーつ きむら ゆういち

ダンゴムシがやってきた! くすのき しげのり
教育画劇 のりものなぞなぞ 斉藤 洋

パンどろぼう 柴田 ケイコ
ポプラ社 あかりの花 肖 甘牛

たまちゃんとしっぽ カズコ G.ストーン
新宅 直人 虫ガール ソフィア・スペンサー 文学　2020 日本文藝家協会

重さと力 池内 了 きょうまどからふくかぜは 谷口 國博 持続可能な魂の利用 松田 青子
ひとりだちするきたきつねのこども 手島 圭三郎 縄紋 真梨 幸子

佐藤 克文 はぶらしくんです。 とよた かずひこ ヒソップ亭 秋川 滝美 カケラ 湊 かなえ
虫の生きかたガイド 澤口 たまみ みんなでねんね 中川 ひろたか 紅蓮浄土 天野 純希 いのちの停車場 南 杏子

きりかぶのきりじいちゃん なかや みわ 事件持ち 伊兼 源太郎 きたきた捕物帖 宮部 みゆき
おかだ はるえ おっぱい先生 泉 ゆたか おいしくて泣くとき 森沢 明夫

悲しいけど、青空の日 シュリン・ホーマイヤー 『ピカピカだいさくせん!』 いだ のりこ 銀色の国 逸木 裕 月の客 山下 澄人
土木のずかん 稲垣 正晴 じんかん 今村 翔吾 憂き夜に花を 吉川 永青
料理はすごい! 柴田書店 さよなら願いごと 大崎 梢
知ろう!減らそう!食品ロス　1～3 小林 富雄 遺品博物館 太田 忠司 『きたきた捕物帖』 宮部 みゆき
あいうえおさん 森 絵都 食っちゃ寝て書いて 小野寺 史宜

漣のゆくえ 梶 よう子
とうさんのてじな ねじめ 正一 結婚させる家 桂 望実
もりのかばんやさん ふくざわ ゆみこ 昨日壊れはじめた世界で 香月 夕花
やたいのおやつ ふじもと のりこ 不良 北野 武

生かさず、殺さず 久坂部 羊
ロバート・ブライト 組曲わすれこうじ 黒田 夏子

代表取締役アイドル 小林 泰三
コットンのティータイム あんびる やすこ 古内 ヨシ 任俠シネマ 今野 敏 芝居とその周辺 井上 ひさし
8・9・10! 板橋 雅弘 ぼくは犬や ペク ヒナ 夜の向こうの蛹たち 近藤 史恵 愉快な青春が最高の復讐! 奥田 亜希子
ごきげんな毎日 いとう みく うりこひめとあまんじゃく 堀尾 青史 家族じまい 桜木 紫乃
ぼくと母さんのキャラバン 柏葉 幸子 まほうのおまめ 松本 春野 語らいサンドイッチ 谷 瑞恵 鴻上 尚史
ソラタとヒナタ　おはなしのバトン かんの ゆうこ こわがりのちびかいじゅう マリオ・ラモ 星に仄めかされて 多和田 葉子 村上T 村上 春樹
まちがいなく名探偵 杉山 亮 ひとはなくもの みやの すみれ 奈落で踊れ 月村 了衛 The Young Women's Handbook 山内 マリコ
そのときがくるくる すず きみえ かげひかり 元永 定正 たかが殺人じゃないか 辻 真先
ゆりの木荘の子どもたち 富安 陽子 ムーミントロールと小さな竜 トーベ・ヤンソン 水を縫う 寺地 はるな 『村上T』 村上 春樹
かみさまのベビーシッター 廣嶋 玲子 ばらのことり よこみち けいこ 迷子のままで 天童 荒太
ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん 堀 直子 ダブル・トライ 堂場 瞬一
ロウリーのいい子日記 ジェフ・キニー 合唱 中山 七里

カインの傲慢 中山 七里
アガサ・クリスティー 繊細すぎてしんどいあなたへ 串崎 真志 ヒポクラテスの試練 中山 七里

名探偵ポアロ メソポタミヤの殺人 アガサ・クリスティー 部活魂!この文化部がすごい つながりません 長岡 弘樹
父さんが帰らない町で キース・グレイ 教養学部 木村 由香里 あしたの華姫 畠中 恵
囚われのアマル アイシャ・サイード 僕たちの部活動改革 神谷 拓 侵略者(アグレッサー) 福田 和代
ベルリン1933　上・下 クラウス・コルドン 人物でよみとく物理 田中 幸 あなたに会えて困った 藤崎 翔 ライフ・アフター・ライフ ケイト・アトキンソン
ムーミン全集　6 トーベ・ヤンソン マンガでよくわかるダンス入門 ほたる茶屋 藤原 緋沙子 すべて内なるものは エドウィージ・ダンティカ

名探偵カッレ 地主館の罠 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン 新任警視 古野 まほろ 蜜のように甘く イーディス・パールマン

おれの眼を撃った男は死んだ シャネル・ベンツ

『囚われのアマル』 アイシャ・サイード 『僕たちの部活動改革』 神谷 拓 『語らいサンドイッチ』 谷 瑞恵 シャーロック伯父さん ヒュー・ペンティコースト

ヒルダ・アダムスの事件簿 M.R.ラインハート
空腹ねずみと満腹ねずみ　上・下 ティムール・ヴェルメシュ

二番草 ジャン・ジオノ
シャルロッテ ダヴィド・フェンキノス
アコーディオン弾きの息子 ベルナルド・アチャガ

調べよう!わたしたちのまちの施設　1～6

鴻上尚史のもっとほがらか人生相談

ゼロから楽しむ!プログラミング　1～3

明日の防災に活かす災害の歴史　1～5

ミス・マープルの名推理 パディントン発4時50分

おばけのジョージーとびだしたけいとだま

おふろだいすきねことおふろだいきらいねこ

お札になった!偉人のひみつ　2・3

ポプラディアプラス日本の地理　1～7

ぺんたと小春のどうぶつ魔法学校

感染症キャラクターえほん　6～10

『悲しいけど、青空の日』　シュリン・ホーマイヤー

エイベックス・アーティストアカデミー

読売中高生新聞編集室

アストリッド・リンドグレーン

日 本 の 文 学 ・ 小 説

大阪の靱公園にある、姉妹でいとなむ手作り
サンドイッチ専門店「ピクニック・バスケット」。
おっとりした姉・笹子がつくる絶品サンドは、
胸の内で大事にしている味に、そっと寄り
添ってくれる…。心を癒やす、おいしい物語。

5/22～6/24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。

ロックT、マラソン完走Tシャツ、ビール関係、
ノヴェルティー…。村上春樹の膨大なコレク
ションから、お気に入りTシャツ108枚とT
シャツをめぐる18篇のエピソードを収録した
エッセイ集。『ポパイ』連載に加筆し書籍化。

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 7月号

父親の借金のために大地主一族の屋敷の使用
人になり、自由も、教師になる夢も奪われた十
二歳の少女、アマル。自由をその手でつかみ取
るため、アマルの反撃が始まる―。差別や偏見
と闘うすべての少女たちへ送る応援の物語。

ある朝、元気いっぱいの小学生はなちゃん
の“つくえ”が家出をしてしまいます。妖精
ぴかりんに助けてもらって、つくえの片づけ
大作戦が始まります。整理収納の達人が
贈る、いつのまにか整理整とんができるよ
うになる生活絵本。

江戸は深川、親分の跡を継いで岡っ引きたら
んとする北一が、相棒・喜多次やおかみさんの
力を借りて成長し、事件を解決していく謎解き
×怪異×人情の捕物帖シリーズ、第1弾。月刊
文庫『文蔵』連載を加筆・修正し単行本化。うつ病のお母さんと暮らす9歳の女の子、モ

ナの物語を通して、精神疾患をもつ親と暮
らす子どもはどう振る舞えばいいのか、だ
れに相談すればいいのかを伝える。親や
身近な大人へのアドバイスも記す。

突然廃部を言い渡された南中男子バレー部。
タクヤはキャプテン・ツカサや仲間たちと緊急
ミーティングを開き…。生徒たちが部活運営の
ために奮闘するストーリーでわかる部活の解
説書。部活運営に役立つワークシート付き。



人生に効く『菜根譚』 湯浅 邦弘 ウルトラ図解パーキンソン病 服部 信孝 伝わる文章の基本 高橋 廣敏
教養としての世界宗教史 島田 裕巳 世界史を変えたパンデミック 小長谷 正明 英熟語図鑑 清水 建二
図解伊勢神宮 神宮司庁 身近に潜む食卓の危険物 齋藤 勝裕

戦国武将の叡智 小和田 哲男 新型コロナ19氏の意見 農山漁村文化協会 久松 健一
理系の文章術 更科 功 免疫力をあげる最強の食事術 白澤 卓二
これは経費で落ちません!　7 青木 祐子
銀翼の死角 麻見 和史 移民の世界史 ロビン・コーエン
日雇い浪人生活録　9 上田 秀人 平安貴族 橋本 義彦 SDGs見るだけノート 笹谷 秀光
熾火　2 上田 秀人 天下人と二人の将軍 黒嶋 敏 科学技術の失敗から学ぶということ 寿楽 浩太 すごいテレワーク 福山 誠一郎
冬桜ノ雀 佐伯 泰英 これならわかる沖縄の歴史Q&A 楳澤 和夫 あたたかい暮らしのヒミツ
侘助ノ白 佐伯 泰英 コレラの世界史 見市 雅俊 日本の海と暮らしを支える海の地図 八島 邦夫 松田 篤史
新酒番船 佐伯 泰英 一冊でわかるイタリア史 北原 敦 印刷用紙サンプルBOOK スマホ×PC仕事術 目代 純平
居酒屋すずめ 桜井 美奈 戦国武将の兄弟姉妹たち 橋場 日月 きものが着たい 群 ようこ 仕事力に差がつく「超・整理術」 吉澤 準特
新・浪人若さま新見左近　5 佐々木 裕一 はじめての渋沢栄一 渋沢研究会 ナチュラルおせんたく大全 本橋 ひろえ
からころも 篠 綾子 世界の美しくてミステリアスな場所 パイインターナショナル かぎ針で編むキッズリュック アップルミンツ 渡邊 勇教
新・入り婿侍商い帖　1 千野 隆司 簡単!電子レンジの法則 村上 祥子 就職活動がまるごと分かる本　'22 岡 茂信
帰郷　5　新装版 堂場 瞬一 薫るスパイスレシピ 香取 薫 業界&職種研究ガイド　'22 マイナビ出版編集部
大江戸少女カゲキ団　2 中島 要 桃のお菓子づくり 今井 ようこ 接客・会話5つの魔法 小野 浩二
呉・広島ダブル殺人事件 西村 京太郎
なんて嫁だ 野口 卓 『きものが着たい』 群 ようこ 清水 孝洋
ブルーヘブンを君に 秦 建日子
ウェイティング・バー 林 真理子 『すごいテレワーク』 福山 誠一郎
高校事変　7 松岡 圭祐
浮世坂 吉田 雄亮
日本沈没2020 小松 左京
寄宿学校の天才探偵 モーリーン・ジョンソン 親中派の噓 櫻井 よしこ
ベイカー街の女たち ミシェル・バークビイ ジム・ロジャーズ大予測 ジム・ロジャーズ

コロナショック・サバイバル 冨山 和彦
災害に強い住宅選び 長嶋 修 進化する里山資本主義 藻谷 浩介
サイバーハラスメント ダニエル・キーツ・シトロン

農文協 全図解わかりやすい借地の法律 矢島 忠純
高室 成幸 わたしの野草日記 河内 惠子 離婚を考えたらこの1冊 石原 豊昭

佐々木正美の子育て百科　2 佐々木 正美 苔ボトル 佐々木 浩之 内容証明を出すならこの1冊 多比羅 誠
蓼食う人々 遠藤 ケイ 3ポットから作れる寄せ植え 主婦の友社 図解わかる年金　2020-2021年版 中尾 幸村
沖縄米軍基地全史 野添 文彬 プロが教えるバラのすべて 京成バラ園芸 お墓のことを考えたらこの1冊 石原 豊昭

スタンド・バイ・ニャー 岩合 光昭

『蓼食う人々』 遠藤 ケイ 世界一美しいメダカの育て方 戸松 具視
日本の偉人物語　5 岡田 幹彦
た・ま・え・ま・る 根平　雄一郎 子どものうつがわかる本 下山 晴彦
松江・出雲 石見銀山　'21 まっぷるマガジン

みんなのアマビエ 扶桑社 川井 太郎
モネとマティス モネ 新型コロナウイルス 水谷 哲也
赤羽末吉 コロナ・ブックス編集部 お父さんは認知症 田中 亜紀子

ユーカリの木の蔭で 北村 薫 「書道」の教科書 横山 豊蘭
ソロモン諸島でビブリオバトル 益井 博史 あかりの学校 橋田 裕司 『お父さんは認知症』 田中 亜紀子
新聞・雑誌の歴史 ピエール・アルベール 数学大図鑑 ニュートンプレス かわいく役立つ便利な折り紙こもの 寺西 恵里子
加害者家族を支援する 阿部 恭子 最強に面白い!!量子論 ニュートンプレス オペラがわかる101の質問
哲学大図鑑 アン・ルーニー コスモスいくつもの世界 アン・ドルーヤン 徹底活用!バランスボール大全 菅原 順二
まじないの文化史 新潟県立歴史博物館 動物の言葉 ブランドン・ケイム レスキュー・ハンドブック 藤原 尚雄
満足するコツ 植西 聰 見わけがすぐつく野鳥図鑑 小宮 輝之 おうちは遊びのワンダーランド 木村 研

『ユーカリの木の蔭で』 北村 薫 『動物の言葉』 ブランドン・ケイム 『あかりの学校』 橋田 裕司

　　　 森 惟明

　　　 齋藤 孝

『戦国武将の兄弟姉妹たち』　橋場 日月

ザビーネ・ヘンツェ=デーリング

子どもに頼らないしあわせ介護計画
今さら聞けない肥料の話きほんのき

1時間でわかる経理1年生のおしごと

1時間でわかる経費で落ちる領収書

旭化成建材快適空間研究所

『デザインのひきだし』編集部

『寄宿学校の天才探偵』　　モーリーン・ジョンソン

薬に頼らずアトピーがよくなる7つのカギ

「あれ?なんだっけ」がなくなる!大人のさがし絵

「一生サビない脳」をつくる生活習慣35

必ずヒットする最強の商品をつくる発想法

Triple saut話すためのフランス語ドリル

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

武田信玄の弟・武田信繁、池田輝政の姉・池田
せん、上杉景勝の義兄・上杉景虎、織田信長
の弟妹たち…。有名武将を支え、時には反目し
た兄弟、姉妹、親戚たち。歴史に埋もれた個性
溢れる人間たちの波瀾の生涯を紹介する。

健 康 長 寿

法 律 情 報

「目黒のサンマ」はフランス語でどうなるか、
鶴八鶴次郎の決して動かせない名セリフと
は何か…。本の達人が、自由に連想を羽ば
たかせる極上の読書エッセイ。『別冊文藝
春秋』『本の雑誌』連載を単行本化。

天才や革新者を輩出してきたエリンガム・ア
カデミー。推理マニアの新入生・スティー
ビーは、過去に起きたアカデミー創設者の
妻と娘の誘拐事件の再調査を課題として与
えられる。だが、そんなとき新たな死者が…。

すべての動物たちは、人間の言語に相当する
精密なコミュニケーション手段を持っており、豊
富な情報交換を行っている。動物のコミュニ
ケーション能力に関する最新の研究結果を、豊
富な写真やイラストを使って分かりやすく解説。

家事や遊びをしながら、ビジネスアイデアを
発想できるようになる! 「在宅勤務の達人」
のマーケティングコンサルタントが、生産性
が飛躍的にアップする自宅仕事術を徹底レ
クチャーする。

人は何をどう捕って、どう食べてきたのか。
野兎やカラス、トウゴロウ(カミキリムシの幼
虫)、岩茸、鮎、山椒魚、イナゴ、熊、ツチク
ジラなど、かつて私たちが享受した自然の
恵みと原風景の記録と考察。

手作りのあかりには、心を癒す効果がある。
心温まるあかりの手軽な作り方と、その役
立て方を紹介。介護や病院、災害時などの
活用事例も掲載する。巻末にコピーして使
える型紙付き。

「自分好み」が一番大事。きものは、その人
なりに着ればいい―。きものを日常着として
着こなす著者による、きものを自由に楽し
むための初心者応援エッセイ。巻末に実用
品ガイドも掲載する。

歴 史 ・ 地 理

父が認知症になった! 運転をやめるまでの
修羅場、気が付いたら家は血の海で父の額
は骨…。バブル期にOL生活を送り、自由を謳
歌してきた著者が、人が変わってしまった父
との毎日をコミカルにつづった介護奮闘記。


