
日本の歴史　1～20 講談社学習まんが こどもたちはまっている 荒井 良二
7年目のランドセル 内堀 タケシ クラクフのりゅう アンヴィル奈宝子
ファーブル先生の昆虫教室　4 奥本 大三郎 よい子れんしゅう帳 おかべ りか
虫のしわざ図鑑 新開 孝 うみでなんのぎょうれつ? オームラ トモコ

うどんできた! 加藤 休ミ
佐々木 曜／訳 サーカスが燃えた 佐々木 譲

さがす 長倉 洋海 ぼくときみ しまだ　ようこ
これでできた!とびばことさかあがり 柳澤 秋孝 まっくろいたちのレストラン 島本 理生
手話でつながる世界のあいさつ 全国手話通訳問題研究会 にんぎょのルーシー SOOSH

うれしいぼんおどり すとう あさえ 音速の刃 未須本 有生
齋藤 孝 うりのつるくるくる 田島 征三 黄色い夜 宮内 悠介

えほんなぞなぞうた 谷川 俊太郎 ぼくのすきなおじさん 長 新太 せきれいの詩 村木 嵐
いし 中川 ひろたか 暮らしの古典歳時記 吉海 直人 女だてら 諸田 玲子

『虫のしわざ図鑑』 新開 孝 田辺聖子の万葉散歩 田辺 聖子 KILLTASK 行成 薫

『こどもたちはまっている』 荒井 良二 俳句入門 堀本 裕樹 大江戸火龍改 夢枕 獏
サラリーマン川柳とびきり傑作選 やく みつる
凪に溺れる 青羽 悠 『女だてら』 諸田 玲子
あめつちのうた 朝倉 宏景
風を結う あさの あつこ

怪盗レッド　18 秋木 真 鶴屋南北の殺人 芦辺 拓
パパのはなよめさん 麻生 かづこ はかせのふしぎなプール 中村 至男 夢は捨てたと言わないで 安藤 祐介
オンライン!　20 雨蛙ミドリ おっちょこちょいのハリー 成沢 真介 赤い砂を蹴る 石原 燃
戦争にいったうま いしい ゆみ ホネホネさんのなつまつり にしむら　あつこ 日本蒙昧前史 磯崎 憲一郎
6年1組黒魔女さんが通る!!　11 石崎 洋司 妖怪のど自慢 広瀬 克也 全部ゆるせたらいいのに 一木 けい
てっぺんの上 イノウエ ミホコ ぞうきばやしのすもうたいかい 広野 多珂子 囚われの山 伊東 潤
空飛ぶのらネコ探険隊　7 大原 興三郎 てんにのぼったおけや 松岡 節 ボニン浄土 宇佐美 まこと 死という最後の未来 石原 慎太郎
きつねのしっぽ おくはら ゆめ ぞうのエルマーさがしえブック デビッド・マッキー 本好きの下剋上　第5部 2 香月 美夜 漂流者の生きかた 五木 寛之
ラビントットと空の魚　第4話・第5話 越智 典子 ジャングルジムをつくろう! 三浦 太郎 心霊探偵八雲　12 神永 学
セイギのミカタ 佐藤 まどか アンパンマンとぴいちくもり やなせ たかし 虜囚の犬 櫛木 理宇 沢木 耕太郎
ラーメンかあさん なかむら ふう ヒゲタさん 山西 ゲンイチ 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井 あめ ひとりでも生きられる 瀬戸内 寂聴
十年屋　4 廣嶋 玲子 チャーリー、こっちだよ キャレン・レヴィス あがない 倉数 茂 人間の義務 曽野 綾子
まじょのナニーさん　6 藤 真知子 プラスチックのうみ ミシェル・ロード ティンカー・ベル殺し 小林 泰三 美女ステイホーム 林 真理子
はじまりの夏 吉田 道子 黙示 今野 敏
ウサギとぼくのこまった毎日 ジュディス・カー オフマイク 今野 敏 『美女ステイホーム』 林 真理子
ペンダーウィックの四姉妹　4 ジーン・バーズオール 蟬かえる 櫻田 智也

公務員という仕事 村木 厚子 ないものねだりの君に光の花束を 汐見 夏衛

『はじまりの夏』 吉田 道子 お金のしくみを知りかしこく扱う方法 ジェーン・ビンハム 会いに行って 笙野 頼子
AIエンジニアになるには 丸山 恵 どうぞ愛をお叫びください 武田 綾乃
吹部!　第2楽章 赤澤 竜也 サキの忘れ物 津村 記久子
昔勇者で今は骨　5 佐伯 庸介 ホーム 堂場 瞬一
Re:ゼロから始める異世界生活　23 長月 達平 破局 遠野 遙
バンチョ高校クイズ研 蓮見 恭子 オクトローグ 酉島 伝法
千弥の秋、弥助の冬 廣嶋 玲子 チーム・オベリベリ 乃南 アサ 三体　2[上]・[下] 劉 慈欣

ヒカリ 花村 萬月 フラッシュ ヴァージニア・ウルフ
伏見 つかさ 君に読ませたいミステリがあるんだ 東川 篤哉 ホーム・ラン スティーヴン・ミルハウザー

安心すこやか妊娠・出産ガイド 関沢 明彦 保健室経由、かねやま本館。 松素 めぐり 京大はんと甘いもん 藤井 清美 その日の予定 エリック・ヴュイヤール

366日の離乳食 上田 玲子 わたしの全てのわたしたち サラ・クロッサン 来世の記憶 藤野 可織 彼女たちの部屋 レティシア・コロンバニ

『366日の離乳食』 上田 玲子 『バンチョ高校クイズ研』 蓮見 恭子 『風を結う』 あさの あつこ

沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く>　4

『彼女たちの部屋』　　　　レティシア・コロンバニ

からだの「どうして?」がわかるえほん　1～5

カンタン!齋藤孝の最高の読書感想文

俺の妹がこんなに可愛いわけがない　14

日 本 の 文 学 ・ 小 説

武士の身分を捨て、深川の縫箔(刺繡)屋・丸
仙に弟子入りした一居。不審死した町医者
の宗徳は、一居の過去を知っていたのか。
剣術を愛する丸仙の娘・おちえと一居、ふた
りの葛藤と成長を描く時代青春ミステリー。

6/25～7/22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。

体重が呪いのように増え続けている。それ
なのに、ひょっとして、何度目かのモテ期到
来か!? 令和もマリコは笑顔で運を引き寄せ
る。マリコシール付き。『anan』連載「美女入
門」を書籍化。

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 8月号

小学5年生のぽぷらは、母親とふたり暮らし。
相棒は、ハムスターのエンゲル。ある日、母
親が突然、「相棒がほしい」と言い出した。
次の日…。ふたつの家族がひとつになるさ
まを通して、命のあたたかさを描く。

子 育 て 支 援

赤ちゃんが食べられるものは? どんな食材
を、どれくらいあげる? はじめての離乳食作
りでも「食べさせる量」や「食材の形状」が
パッと見てわかる、実物大の食材と献立を
たくさん紹介する。

漢詩人・原古処の娘、みちは、亡き父と病身
の兄から託された密命のため、若侍に姿を変
え、江戸へと向かう…。実在した漢詩人・原采
蘋の数奇な半生と秋月黒田家お家騒動の内
幕を描く。『小説野性時代』連載を加筆修正。

葉っぱに残る食べあとや泥でできた巣のあ
となどの「しわざ」から、それをつくった虫の
正体や生活の仕方を調べることができます。
虫が残したり、つくったりした「しわざ」を24種
類に分けて写真で解説します。

いつもの風景、季節の移ろい、突然の雨、
特別な一日。繰り返す日々のなかで、こど
もたちは、いつもなにかを待っている。船が
通るのを、貨物列車を、雨上がりを、夜明け
を…。荒井良二が長新太に捧げる絵本。

困窮した女性たちの支援施設で働くことに
なった弁護士のソレーヌ。一方、救世軍の
ブランシュは街中の貧困と闘い…。現代と約
100年前のパリで、女性のための居場所づ
くりに人生を捧げたヒロインを描く感動作。

仙台の高校に赴任した熱血教師・慎太郎は、
クイズ研究会の再興を決意し、部員の勧誘を
開始。集まったのは…。謎の特訓と合宿を経て、
一つのボタンにメンバーの思いが集結する! 可
笑しさの向こうに感動が見えてくる青春小説。



人と仲良くする方法 キケロ 脊柱管狭窄症を自分で治す! 大谷内 輝夫 実践!キャンプBOOK キャンプBOOK編集室

Think right ロルフ・ドベリ 野菜の栄養素まるごと便利帳 吉田 企世子 干菓子250 淡交社編集局
よくわかる臨床心理学 岩壁 茂 色弱の子どもがわかる本 囲碁・上達のための棋譜並べ 藤澤 一就

男鹿半島北緯40度の殺人 梓 林太郎 美しく生きるヒント 小林 照子 くすりの事典　2021年版 片山 志郎 声の文化を楽しむ 好本 惠
家が呼ぶ 朝宮 運河／編 日本の宗教 村上 重良 超一流できる大人の語彙力 安田 正
浪人奉行　9ノ巻 稲葉 稔
布石 上田 秀人
秋霜の撃 上田 秀人 海洋プラスチック 保坂 直紀
鴨川食堂もてなし 柏井 壽 日本人と動物の歴史 實吉 達郎 人生100年時代の60歳からの家 湯山 重行 超速Excel見るだけノート 羽山 博

発掘された日本列島　2020 文化庁 完全図解無線LAN入門 日経NETWORK
硝子町 玻璃 地図でスッと頭に入る戦国時代 小和田 哲男 わかる!使える!粉体入門 山田 昌治 中央経済社

若おかみの夏 倉阪 鬼一郎 香港の歴史 ジョン・M.キャロル ちょっとフレンチなおうち仕事 タサン志麻 これからのテレワーク 片桐 あい
月夜の牙 小杉 健治 考証明智光秀 渡邊 大門 1分間仕事力 菊原 智明
更衣(きさらぎ)ノ鷹　上・下 佐伯 泰英 おべんとうの時間がきらいだった 阿部 直美 Quoi?Quoi? できるテレワーク入門 法林 岳之
若君の覚悟 佐々木 裕一 世界▷夢の映画旅行 Filmarks 簡単、おしゃれなマスクの作り方 猪俣 友紀 “秒速”プレゼン術 戸田 覚
カレーライス 重松 清 正直、旅は僕らのコントより面白い 春道 毎日持ちたい帆布のバッグ 吉本 典子 脱自己流の資料作成術 山橋 美穂
お勝手のあん　2 柴田 よしき 不思議の国のロンドン 臼井 雅美 絶品おかずはめんつゆで 市瀬 悦子 成功する転職面接 末永 雄大
次郎物語　2 下村 湖人 サルデーニャの蜜蜂 内田 洋子 保存食と自家製レシピ 黒田 民子 ビジトレ 田中 研之輔
青くて痛くて脆い 住野 よる パワーサラダレシピ ハイファイブサラダ Zoomはじめました 秋田 稲美
駆ける百合 知野 みさき 『サルデーニャの蜜蜂』 内田 洋子 そうざい麵 ワタナベ マキ
剣鬼と盗賊 鳥羽 亮 『ビジトレ』 田中 研之輔
菓子屋横丁月光荘　3 ほしお さなえ
あやかし草紙 宮部 みゆき
さち子のお助けごはん 山口 恵以子
婚活食堂　3 山口 恵以子
伊勢海老恋し 和田 はつ子
特捜部Q　8 ユッシ・エーズラ・オールスン
戦国大名の経済学 川戸 貴史
数学する精神 加藤 文元 ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ
量子とはなんだろう 松浦 壮 ルポ百田尚樹現象 石戸 諭 あなたの年金　2020-2021年版 椎野 登貴子

なぜ中間層は没落したのか ピーター・テミン 日本が食われる 松岡 久蔵 貧困研究　vol.24(2020June) 『貧困研究』編集委員会集

『家が呼ぶ』 朝宮 運河／編 人の心を動かす話し方 和田 裕美
暮らしやすい家づくり 本多 さおり 農文協
読書する女たち ステファニー・スタール おいしいハーブ暮らし12か月 北村 光世
家族写真 笠井 千晶 あした、ハーブを植えよう 山本 真理
学校が子どもを殺すとき 渋井 哲也 鉢で育てるブルーベリー 玉田 孝人 岩波 明
読むトレGO! 平岩 幹男 小さな盆栽づくり 松井 孝 腎臓病の基本の食事 富野 康日己
小さな葬儀とお墓選び・墓じまい 大野屋テレホンセンター 猫は家族 安西 政美

専門店が教えるメダカの飼い方 亀田養魚場 『腎臓病の基本の食事』 富野 康日己

鳥取のわらべ歌 酒井 董美
古事記 KAMIPO 科学のネタ大全 話題の達人倶楽部

化学大図鑑 桜井 弘

『古事記』 KAMIPO 図解最新宇宙の話 渡部 潤一
怖くて眠れなくなる地学 左巻 健男
外来生物のきもち 大島 健夫
海の極小!いきもの図鑑 星野 修
免疫力 藤田 紘一郎 めざせ110歳! 細井 恵美子

もの忘れ予防まちがいさがし 杉本 八郎
鳥居 明 芸術とその対象 リチャード・ウォルハイム 肺と脳を鍛える!1話1分音読ドリル 齋藤 孝

仏像 山本 勉

『科学のネタ大全』 話題の達人倶楽部 フィンセント・ファン・ゴッホひまわり 小林 晶子 『めざせ110歳!』 細井 恵美子
Zoom120%活用術 Zoomビジネス研究会 五味太郎 別冊太陽

3色だけでセンスのいい色 ingectar‐e
増井 敏克 ビートルズは終わらない 行方 均

ヒトラーと映画 ビル・ニーヴン
稲井 達也 筋肉を最速で太くする 広瀬 統一

出雲のあやかしホテルに就職します　8

よくわかる過敏性腸症候群で悩まない本

『ちょっとフレンチなおうち仕事』　タサン志麻

『あした、ハーブを植えよう』　山本 真理

子どもの学びが充実する読書活動15の指導法

1日でぬえる!簡単楽ちんワンピースおしゃれ

新型コロナウイルス影響下の法務対応

農家が教える天気を読む知恵とワザ

医者も親も気づかない女子の発達障害

図解まるわかりプログラミングのしくみ

カラーユニバーサルデザイン機構

健 康 情 報

産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

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

愛妻家、暴れん坊、いじめっ子…。日本の神
様っておもしろい! 人間くさくて個性豊かな神
様たちが登場する「古事記」から、「神様の
誕生」「出雲」にまつわるエピソードを、かわ
いいイラストとともにわかりやすく語ります。

健 康 長 寿

法 律 情 報

住みたくない、帰りたくない、逃げられない…。
さまざまなタイプの「家」をモチーフ&舞台にし
たホラー短編作品を一堂に集結。中島らも
「はなびえ」、高橋克彦「幽霊屋敷」、小松左
京「くだんのはは」など全11編を収録する。

人工知能、5G、自動運転システム、コロナ
ウイルス…。物理や化学をめぐる素朴な疑
問から、最先端の科学技術をめぐる情報ま
で、理系のあらゆる分野から、面白くてタメ
になる話を厳選して紹介する。

自分の身の回りのことは自分でやりながら、
最後まで自分流に生き抜きましょう。介護予
防事業で高齢者に向けて「元気に110歳ま
で生きるコツ」を紹介した配布物のなかから、
78編を厳選、収録する。

古代ローマから続く養蜂家一族を描く表題作、
ルネサンス時代から続く港町でペストの時代
の感染との戦いに思いを馳せる「リヴォルノ
の幻」など、イタリアの日常に潜む美しいもの
を描く15編。『本の窓』連載を単行本化。

ハンバーグ、なめことねぎのみそ汁、くずきり
の黒みつがけ…。おいしいのに減塩&低たん
ぱくのレシピを収録するほか、腎臓病の食事
療法の基本や、腎臓病の基礎知識も掲載。
最新のCKD(慢性腎臓病)ガイドラインに対応。

45～60歳ぐらいのミドルシニアのビジネス
パーソンのキャリアの築き方とは。キャリア開
発、支援に向き合ってきた著者達が、ミドルシ
ニア社員への調査を通じて明らかになったリ
アルを基に、必要なトレーニングを紹介する。

歴 史 ・ 地 理

初心者でも気軽に育てやすく、かつ使い勝手
抜群の8種類のハーブをリストアップ。たくさ
ん収穫するコツや、2年目以降の育て方のヒ
ント、目的の薬効を引き出すテクニックなど、
活用法を紹介します。料理のヒントも収録。

総 記 ・ 哲 学

家は築60年、2つだけのコンロ、狭いキッチン。
家庭では2児の母であり、15歳年下のフランス
人の夫を持つ伝説の家政婦・志麻さんの
「ちょっとフレンチな暮らし」や、料理をおいしく
する調理道具、家事フローを初公開。


