
おしごと年鑑　2020 谷 和樹 あるひあるとき あまん きみこ
水害の大研究 河田 惠昭 こうまのマハバット 市川 里美
せかいいっしゅうあそびのたび ペズル
ジュニア空想科学読本　20 柳田 理科雄 岩田 明子
生き物サバイバル 小宮 輝之 しおかぜにのって かじり みな子
水族館のサバイバル　1 ゴムドリco. よこいしょういちさん かめやま えいこ
沖縄の昆虫 槐 真史
建築士の一日 WILLこども知育研究所 黒川 みつひろ
話せばわかる!?ネコごころ CAMP NYAN TOKYO ねむれなかったらやってみて!
話せばわかる!イヌごころ 今野 晃嗣 ミライヲウム 水沢 秋生
音楽が楽しくなる 関 和之 あべ弘士のシートン動物記　1 E.T.シートン そこに無い家に呼ばれる 三津田 信三
作文教室 こざき ゆう はつめいたいかい ピップ・ジョーンズ ブラックウェルに憧れて 南 杏子

つかまえた 田島 征三 ベージュ 谷川 俊太郎 一人称単数 村上 春樹
まなちゃんはおおかみ 種村 有希子 ただいま神様当番 青山 美智子 哄(わら)う北斎 望月 諒子
ポッポーきかんしゃ とよた かずひこ 三世代探偵団　3 赤川 次郎 四畳半タイムマシンブルース 森見 登美彦
くまのこ3きょうだい 中川 ひろたか トツ! 麻生 幾 純喫茶パオーン 椰月 美智子
みどりのほし 林 木林 ヴァルキリー 安生 正 俺の残機を投下します 山田 悠介
ふーってして 松田 奈那子 法廷遊戯 五十嵐 律人 プロジェクト・インソムニア 結城 真一郎
きみにありがとうのおくりもの 宮野 聡子 Sが泣いた日 伊兼 源太郎 星月夜 李 琴峰

世界一クラブ　9 大空 なつき おむすびころりんはっけよい! 森くま堂 江戸のおんな大工 泉 ゆたか 悪霊じいちゃん風雲録 輪渡 颯介
魔女のうらないグミ 草野 あきこ アンパンマンとうみのあくま やなせ たかし そこにはいない男たちについて 井上 荒野
まほろばトリップ 倉本 由布 陽眠る 上田 秀人 『純喫茶パオーン』 椰月 美智子
みちのく妖怪ツアー　3 佐々木 ひとみ トーベ・ヤンソン アウア・エイジ 岡本 学
ぼくらの『第九』殺人事件 宗田 理 ねぐせのしくみ ヨシタケ シンスケ スキマワラシ 恩田 陸
雨ふる本屋と雨かんむりの花 日向 理恵子 わたしのふうせん マリオ・ラモ コロナ黙示録 海堂 尊
妖怪の子預かります　3・4 廣嶋 玲子 ポーラースター　4 海堂 尊
じりじりの移動図書館 廣嶋 玲子　ほか 二百十番館にようこそ 加納 朋子
ブラック保健室は知っている 藤本 ひとみ 二重拘束のアリア 川瀬 七緒
インカ帝国天空の都 チンギス紀　8 北方 謙三

対極 鬼田 隆治
ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ 図書館の子 佐々木 譲 ど忘れ書道 いとう せいこう
フレンドシップウォー アンドリュー・クレメンツ 希望の峰マカルー西壁 笹本 稜平 小説をめぐって 井上 ひさし
ミオととなりのマーメイド　7 ミランダ・ジョーンズ 百年と一日 柴崎 友香 老いも死も、初めてだから面白い 下重 暁子
夜フクロウとドッグフィッシュ 光秀の選択 鈴木 輝一郎 88歳の自由 曽野 綾子

臆病な都市 砂川 文次 老いは迎え討て 田中 澄江
プチ・ニコラのなやみ ゴシニ はじめての昭和史 井上 寿一 私が愛したトマト 高樹 のぶ子 ベスト・エッセイ　2020 日本文藝家協会

10代と語る英語教育 鳥飼 玖美子 首里の馬 高山 羽根子 欲が出ました ヨシタケ シンスケ

『じりじりの移動図書館』 廣嶋 玲子　ほか 特別支援学校教諭になるには 松矢 勝宏 これはミステリではない 竹本 健治 森メトリィの日々 森 博嗣
学校に行きたくない君へ　続 全国不登校新聞社 やわらかい砂のうえ 寺地 はるな

毒島刑事最後の事件 中山 七里 『欲が出ました』 ヨシタケ シンスケ
渡辺 佑基 食王 楡 周平

七月に流れる花/八月は冷たい城 恩田 陸 ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ 乗代 雄介
スイマー 高田 由紀子 いちねんかん 畠中 恵
跳べ、暁! 藤岡 陽子 縁結びカツサンド 冬森 灯
水族館ガール　7 木宮 条太郎 オールドタイムズ 本城 雅人
自閉症の僕が生きていく風景 東田 直樹 捨て猫のプリンアラモード 麻宮 ゆり子

夜泣きが止まる本 菊池 清 森の文学館 和田 博文 夢をかなえるゾウ　4 水野 敬也

『夜泣きが止まる本』 菊池 清 『跳べ、暁!』 藤岡 陽子 『スキマワラシ』 恩田 陸 死亡通知書 暗黒者 周 浩暉
誉れの剣　1 イーヴリン・ウォー
ウィトゲンシュタインの愛人 デイヴィッド・マークソン

パチンコ　上・下 ミン・ジン・リー
スパイはいまも謀略の地に ジョン・ル・カレ
メイドの手帖 ステファニー・ランド

恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい

『おむすびころりんはっけよい!』　森くま堂

ばけばけばけばけばけたくん　おかしの巻

メアリー・ポープ・オズボーン

ホリー・ゴールドバーグ・スローン

ムーミンやしきのすがたの見えないおきゃくさま

ペンギンが教えてくれた物理のはなし

『話せばわかる!イヌごころ』　今野 晃嗣

オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ

日 本 の 文 学 ・ 小 説

古道具屋を営む兄・太郎と、物に秘められた
“記憶”が見える弟・散多。ある日、ふたりは
ビルの解体現場に現れる少女の都市伝説
を耳にするが…。ファンタジックミステリー。
『河北新報』『中国新聞』等掲載を単行本化。

7/23～8/20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。

人間って「プチ欲」が出た時、何とも言えな
い顔をする。ついつい考えすぎちゃう絵本
作家が、「ネコにほめてもらいたい」「架空の
島で休暇を取りたい」といったさまざまな
「欲」をスケッチと共に書きとめる。

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 9月号

移動図書館ミネルヴァ号の車内には、たーく
さんの本! でも、ご用心。本に夢中になって、
気がついたらそこは、あなたの知らないセカ
イかも…。児童文学界のフロントランナーた
ちが描く“五人五様”のリレー小説。

子 育 て 支 援

日本初の「夜泣き外来」医師が、子どもの夜泣
き、ぐずり、早朝起き、短時間睡眠、寝かしつ
けの問題に悩む親に贈る本。良い眠りを得る
ための夜泣きの予防と対処法をわかりやすく
解説する。切り取って使うすいみん日誌付き。

創業約50年の「純喫茶パオーン」。その店主
の孫である「ぼく」が、小学5年・中学1年・大学
1年の頃にそれぞれ出会った不思議な事件と
温かな日々を描く。表題作のほか、『静岡新
聞』掲載作品や書き下ろしを加えて書籍化。

イヌはどうしておなかを見せるの? どうして
おしっこの後地面をかくの? どうしてしっぽを
ふるの? 40のQ&Aでイヌを理解して、イヌと
なかよしになれる本。もっとくわしくイヌのこ
とがわかる「イヌミニじてん」も掲載。

さんかくおむすびの国と、まんまるおむすび
の国は、いがみあっていました。いさかいは
ひろがり、とうとう、とのさまどうしの相撲で、
決着をつけることに。そして、手に汗にぎる
一戦の結末は―。

バスケットに情熱を燃やす14歳の春野暁は、
転校先の平川中で欣子やブミリアたちと女子
バスケット部を立ち上げる。だが、暁以外は初
心者で、練習場所にも事欠く始末。さらにそれ
ぞれの家庭の事情にも思い悩む日々で…。



生き物が大人になるまで 稲垣 栄洋 Q&Aでわかる山の快適歩行術 野中 径隆
長田 英知 タネはどこからきたか? 鷲谷 いづみ 好日絵巻 森下 典子

ひとりでも大丈夫 枡野 俊明 わけあって絶滅しました。　も～っと 丸山 貴史 説明の技術 石田 一洋
一撃 稲葉 稔 パンデミックと漢方 渡辺 望
総力 上田 秀人 パニック障害に負けない本 渡部 芳徳 齋藤 孝
かっぽれ 奥山 景布子 図解でよくわかる歯のきほん 柿本 和俊 新ゼロからスタート韓国語単語 鶴見 ユミ
汝(きみ)想いて斬　1 門田 泰明 世界史を変えた戦い DK社 免疫力を高める食材事典 廣田 孝子
悲恋歌 小杉 健治 逆説の日本史　25 井沢 元彦
親子の絆を確かめて 小杉 健治
鼠異聞　上・下 佐伯 泰英 五味 文彦 高速パソコン仕事術 黒川 希一郎
孤愁ノ春 佐伯 泰英 六国史以前 関根 淳 世界を変えた発明発見 ジャンニ・モレッリ 私はこの仕事が好き! 浅野 ヨシオ
尾張ノ夏 佐伯 泰英 清須会議 渡邊 大門 世界自然遺産見て歩き 古儀 君男 個人事業の教科書1年生 宇田川 敏正
姥捨ノ郷 佐伯 泰英 二・二六事件研究 三浦 由太 名城の石垣図鑑 小和田 哲男 武器になる雑談力 本間 立平
次郎物語　3 下村 湖人 ナポレオン戦争 マイク・ラポート メーター検針員テゲテゲ日記 川島 徹 Zoom & Slack完全マニュアル 八木 重和
古事記異聞　3 高田 崇史 ツタンカーメン黄金の秘宝 ザヒ・ハワス 知っておいしい調味料事典 鈴木 裕貴 英語プレゼン最強の教科書 チャールズ・ルボー
ドクターM 海堂 尊 黒い雨に撃たれて　上・下 パメラ・ロトナー・サカモト ありえない!町工場 久保 寛一
狙われた横丁 鳥羽 亮 古地図で楽しむ富士山 大高 康正 トヨヒデ カンナ あらましとQ&Aでわかるカスハラ 中央総合法律事務所
はじまりの空 中島 久枝 haru_mi　vol.56(2020夏) 栗原 はるみ 巣ごもり消費マーケティング 竹内 謙礼
脳科学捜査官真田夏希　6 鳴神 響一 『逆説の日本史　25』 井沢 元彦 味つけご飯とおみおつけ 重信 初江 オンライン会議の教科書 堀 公俊
11文字の殺人 東野 圭吾 症状で見分ける家庭医学事典 マーク・アイゼンバーグ

あの日、君は何をした まさき としか 『私はこの仕事が好き!』 浅野 ヨシオ
万能鑑定士Qの事件簿　0 松岡 圭祐
ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ　2 三上 延
満月珈琲店の星詠み 望月 麻衣
影燈籠 森 真沙子
あなたとオムライス 山口 恵以子

シオドラ・ゴス すばらしき国、ニッポン 早坂 隆
ランボー詩集 ランボー 小池百合子の大義と共感 大下 英治
コロナ後の世界を生きる 村上 陽一郎 暴走する検察 神保 哲生 妻子のためのハッピー相続対策 菊谷 正人
景観からよむ日本の歴史 金田 章裕 捨てられる食べものたち 井出 留美 自分で書く「シンプル遺言」 竹内 亮
倫理学入門 品川 哲彦 飯田 泰之 わかりやすい相続 吉田 杉明
時間は逆戻りするのか 高水 裕一 ネクスト・シェア ネイサン・シュナイダー 武川 政江 建築・道路・境界の法律知識

歪んだ正義 大治 朋子 部屋で楽しむテラリウム 佐々木 浩之

『満月珈琲店の星詠み』 望月 麻衣 ああ格差社会 佐藤 秀 肉とすっぽん 平松 洋子
「母と息子」の日本論 品田 知美 ハリネズミ、飼いはじめました! 大野 瑞絵
最善最強の防災ガイドブック コスミック出版 わさびの日本史 山根 京子

ネコちゃんに褒められる マイウェイ出版
歩行者事故はなぜ起きるのか 松浦 常夫 ローラ・N.ギトリン
Skypeスマートガイド リンクアップ 全国認知症カフェガイドブック コスガ 聡一

こどもの心臓病と手術 立石 実

おいしい道の駅ドライブ まっぷるマガジン
日本の山城を歩く 小和田 哲男
半夏生 橋本　升治

池田 義博
統計学大百科事典 石井 俊全 がんにならないシンプルな習慣 佐藤 典宏
宇宙岩石入門 牧嶋 昭夫 生涯健康脳　Part2 瀧 靖之

超時短!魔法のExcel関数 大村 あつし 面白くて眠れなくなる恐竜 平山 廉 いちばんやさしい自宅トレBOOK 中野 ジェームズ修一
できる超快適Windows10 清水 理史 スズキコージの大魔法画集 スズキ コージ
物語の海を泳いで 角田 光代 失敗しないデザイン 平本 久美子
本の世界をめぐる冒険 ナカムラ クニオ HIMEBOTARU 廣池　昌弘
街角図鑑　街と境界編 三土 たつお 基礎からわかるはじめての陶芸 学研プラス
世界哲学史　7 伊藤 邦武 名作バレエ70鑑賞入門 渡辺 真弓
セルフケアの道具箱 伊藤 絵美 LILY'S CLOSET 石田 ゆり子
老いのたしなみ 石川 恭三 ONE TEAMはなぜ生まれたのか 藤井 雄一郎

『ネクスト・シェア』      ネイサン・シュナイダー

『面白くて眠れなくなる恐竜』　平山 廉

『メーター検針員テゲテゲ日記』　川島 徹

『ハリネズミ、飼いはじめました!』　大野 瑞絵

『がんにならないシンプルな習慣』　佐藤 典宏

メアリ・ジキルとマッド・サイエンティスト

見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル　3

作業療法士がすすめる認知症ケアガイド

デイリー法学選書編修委員会

教養のための経済学超ブックガイド88

たいていのことは100日あれば、うまくいく。

新鮮!キュートなバッグとおしゃれ小物

知的な話し方が身につく教養としての日本語

おいしい野菜100種のじょうずな育て方

文学で読む日本の歴史　近代的世界篇

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

英米両国に比べればまだ「子供」だった日本。
「栄光ある孤立」を続けてきた世界一の国家
大英帝国が、日本を対等のパートナーに選ん
だのはなぜなのか? 日英同盟と黄禍論の謎に
迫る。『週刊ポスト』連載の単行本化第25弾。

健 康 長 寿

法 律 情 報

満月の夜にだけ現れる満月珈琲店では、猫
のマスターと店員が客をもてなす。訪問客の
星の動きを「詠む」マスター。悩める人々を星
はどう導くのか…。イラストレーター・桜田千尋
の絵にインスパイアされた書き下ろし小説。

大人のティラノサウルスは狩りをしない? ト
リケラトプスは頭が重すぎて走れない? スピ
ノサウルスは尻尾で泳ぐ? 常識をくつがえ
す不思議に満ちた恐竜のはなしと、進化を
続ける恐竜研究のはなしを紹介します。

がんに効く食べ物・食べ方、がんを予防す
る生活習慣、受けるべき検査・不要な検査
…。世界の最新の研究で「医学的根拠があ
る」と裏づけられている、がんにならないた
めのシンプルな習慣を紹介する。

テックカルチャーが企業や国家に代わる新
しい社会を作る! さまざまな切り口から協同
組合の事例や新しい試みを紹介し、ポスト
資本主義を生み出す協同組合事業の意義
や新たな可能性を提示する。

「身を削る収入」から「幸せを稼ぐ収入」へ。
小さな「自分の型」を脱ぎ捨てよう! 自分にし
かない強みの見つけ方、ときめきのツボのつ
かみ方など、「私」を活かして、晴れやかに生
きる極意を伝える。書き込み式のシート付き。

歴 史 ・ 地 理

つぶらな瞳と可愛いしぐさで人気のハリネズ
ミ。その飼い方や、頭がよく感受性豊かなこ
ころを持っているがゆえに起こる引きこもり
問題とその対処法などを、初心者にもわかり
やすくマンガを交えて解説する。

総 記 ・ 哲 学

職務質問間違いなしの検針員の七つ道具、
月27万円稼ぐ女性検針員の秘儀、ハンディ盗
難事件の後始末、ふたりの検針員の死、突然
のクビ宣告…。電気メーター検針員として過ご
した10年間の経験を、日記形式で綴る。


