
こども禅の言葉 枡野 俊明 ここにいる あおき ひろえ
世界がわかるこっきのえほん ぼここうぼう あるひあるとき あまん きみこ
こどもSDGs 秋山 宏次郎 みんなみんなおやすみなさい いまむら あしこ
おやこで話すはじめてのLGBTs 鶴岡 そらやす かべのあっちとこっち ジョン・エイジー
スマホとゲーム障害 内海 裕美 かしたつもり×もらったつもり かさい まり
再生可能エネルギー図鑑 Looop ねこになっちゃった 角野 栄子
今日からなくそう!食品ロス　1 上村 協子 ひみつだからね 軽部 武宏
はやしでひろったよ ひさかたチャイルド ねんねこ ザ・キャビンカンパニー

きっとどこかに リチャード・ジョーンズ
スコレー どこちゃん 鈴木 のりたけ かきあげ家族 中島 たい子

おひめさまおりがみ たかはし なな テロリストの家 中山 七里
恐竜の迷路 香川 元太郎 『ひみつだからね』 軽部 武宏 アンダードッグス 長浦 京
はじめて出会う短歌100 千葉 聡 夢魔の牢獄 西澤 保彦
こぐまと星のハーモニカ 赤羽 じゅんこ 青柳 碧人 口福のレシピ 原田 ひ香
リトル☆バレリーナ　1 工藤 純子 白蟻女 赤松 利市 隣人X パリュスあや子

えにし屋春秋 あさの あつこ 数学者の夏 藤本 ひとみ
斉藤 洋 類 朝井 まかて あかり野牧場 本城 雅人

マギオ・ムジーク 仁木 英之 僕の神さま 芦沢 央 もう、聞こえない 誉田 哲也
あおいの世界 花里 真希 すとう あさえ 楽園の烏 阿部 智里 地霊都市 嶺里 俊介
妖怪の子預かります　5 廣嶋 玲子 パンフルートになった木 巣山 ひろみ 海神の島 池上 永一 CAボーイ 宮木 あや子
異能力フレンズ　3 令丈 ヒロ子 おいかけっこでわらべうた つきおか ようた 獣たちのコロシアム 石田 衣良 灯台からの響き 宮本 輝
完司さんの戦争 越智 典子 きりばあちゃんのともだち なかや みわ 空想クラブ 逸木 裕 デス・レター 山田 正紀
きみの声がききたくて オーウェン・コルファー いろりからでてきたくろいて 西本 鶏介 ムシカ 井上 真偽 帰ってきたK2 横関 大
ステラ・モンゴメリーの冒険　3 ジュディス・ロッセル やさいだいすきだワニ タンム・ニュウ 推し、燃ゆ 宇佐見 りん ぴりりと可楽! 吉森 大祐
ふたご探偵　5 ペニー・ワーナー こんにちは!わたしのえ はた こうしろう 猿神 太田 忠司 初夏の訪問者 吉永 南央
水瓶座の少女アレーア　6 タニヤ・シュテーブナー おめでとうかいぎ 浜田 桂子 死神の棋譜 奥泉 光 海蝶 吉川 英梨

タクジョ! 小野寺 史宜 悪い姉 渡辺 優

『マギオ・ムジーク』 仁木 英之 『こんにちは!わたしのえ』 はた こうしろう 魯肉飯(ロバプン)のさえずり 温 又柔
銀閣の人 門井 慶喜 『灯台からの響き』 宮本 輝
fishy 金原 ひとみ
我々は、みな孤独である 貴志 祐介
雪月花 北村 薫
未来からの脱出 小林 泰三
帝都争乱 今野 敏

平田 昌広 心淋し川 西條 奈加
ちいさなメイベルのおおきなゆめ キム・ヒルヤード インビジブル 坂上 泉

社会を知るためには 筒井 淳也 ポッコとたいこ マシュー・フォーサイス 降るがいい 佐々木 譲
未来の自分に出会える古書店 齋藤 孝 カールはなにをしているの? デボラ・フリードマン うるはしみにくしあなたのともだち 澤村 伊智 私捨悟入 安野 光雅
少女のための海外の話 三砂 ちづる びんにいれたおほしさま サム・ヘイ 償いの流儀 神護 かずみ 明るい覚悟 落合 恵子
ミュージアムを知ろう 横山 佐紀 もじゃもじゃペーター ハインリッヒ・ホフマン 歓喜の歌 菅 浩江 おなかがすいたハラペコだ。　3 椎名 誠
教育業界で働く 三井 綾子 ベッドのなかはきょうりゅうのくに まつおか たつひで 海の怪 鈴木 光司
14歳からの生物学 サリー・ヒル まっている。 村上 康成 あなたのご希望の条件は 瀧羽 麻子 瀬戸内 寂聴
お庭番デイズ　上・下 有沢 佳映 やとのいえ 八尾 慶次 愛されなくても別に 武田 綾乃 夫の後始末　続 曽野 綾子
魔女と花火と100万円 望月 雪絵 竹林の七探偵 田中 啓文
団地のコトリ 八束 澄子 壮途の青年と翼賛の少女 田畑 農耕地 辻 仁成
ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木 香歩 彼女が天使でなくなる日 寺地 はるな 本とあるく旅 森 まゆみ
ぼくだけのぶちまけ日記 スーザン・ニールセン 雨の中の涙のように 遠田 潤子 食べることと出すこと 頭木 弘樹

『魔女と花火と100万円』 望月 雪絵 『えにし屋春秋』 あさの あつこ 『明るい覚悟』 落合 恵子

ママにいいこと大全 主婦の友社

おつきみパーティーまんまるまんまる

ことばたんてい テンテン・マールをおえ

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。

ペンと色鉛筆で作るプラバンのアクセサリー

レストランのおばけずかん　ふらふらフラッペ

寂聴先生、コロナ時代の「私たちの生き方」教えてください!

なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない

『ポッコとたいこ』　　　　　マシュー・フォーサイス

日 本 の 文 学 ・ 小 説

浅草の油屋、利根屋の娘・お玉と、本所随
一の大店の主人の見合いの前日、お玉は
置手紙を残していなくなってしまう。利根屋
の命運を賭けて、奉公人・おまいが身代わ
りとなるが…。『ランティエ』連載を単行本化。

8/21～9/24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。

多くは要らない。丁寧に生きるためにむしろ
少しがいい。75歳になった落合恵子が辿り
ついた「明るい覚悟」とは? 深く暮らす術をと
びきりの絵本とともに紹介。『一冊の本』連
載を加筆修正。

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 10月号

文化祭が来年から中止になることが決まっ
た。中2の杏は、生徒会役員で美術部の成田
賢人と知り合う。賢人は文化祭を復活させる
ために、なかまたちと秘密の作戦をすすめて
いた。杏も強引にその作戦に巻き込まれ…。

子 育 て 支 援

だれも知らないひみつの場所でくさぶえをふ
くとね、タヌキの電車がやってくるんだよ! 道
に落ちているものや些細なできごとを、自分
だけのとくべつななにかに変えてしまう、す
べての子どもがもっている魔法の力を描く。

本の間から、亡き妻宛てに30年前に届いた
ハガキを見つけた康平。そこに描かれていた
のは、海岸線と灯台のように見える線画。妻
の過去を知るために、康平は灯台を巡る旅に
出る…。『北日本新聞』ほか掲載を単行本化。

父の転職のため、家族とシンガポールに向
かう翔馬。突然、飛行機が姿を変え、たどり
ついたのは、ムジーク(音楽)が大きなマギ
オ(魔法)の力を持つ異世界ガル・パ・コーサ
だった! そこでは2つの勢力が争っていて…。

まっしろの紙に筆をおろすと、色が生まれる。
立ち上がって、筆をふりまわして、手や足に
も絵の具をぬって体ぜんぶで色をぬって。
描くことの喜びに目覚める瞬間をみずみず
しく描いた、擬音語も楽しい絵本。

ポッコはカエルの女の子。お父さんからも
らったたいこを森でひとりでたたいていると、
動物たちがたくさん楽器を持ってやってきま
した。森の音楽隊の隊長になったポッコは…。
ポッコの成長物語。



昆虫のとんでもない世界 丸山 宗利
関節リウマチ 松野 博明 芝野 虎丸
ウルトラ図解尿路結石症 松崎 純一 独学文章術 礫川 全次

誰? 明野 照葉 愛郷 片山　長生 「閉経」のホントがわかる本 対馬 ルリ子 英会話はすべて2文でつながる 佐藤 圭
はないちもんめ福と茄子 有馬 美季子 温泉やど中国・四国　[2020] 昭文社 子どもにいいこと大全 主婦の友社
襲大鳳　上 今村 翔吾 るるぶ松江出雲石見銀山　'21 JTBパブリッシング 武漢日記 方方
相剋の渦 上田 秀人 戦没学徒林尹夫日記 林 尹夫
勘定侍柳生真剣勝負　2 上田 秀人 のびのび働く技術 リズ・フォスリエン
遙かに届くきみの聲 大橋 崇行 『戦没学徒林尹夫日記』 林 尹夫 地方起業の教科書 中川 直洋
親子の絆にあらがって 小杉 健治 気候大異変 日経サイエンス編集部 決算書の読み方見るだけノート 小宮 一慶
紀伊ノ変 佐伯 泰英 日本展望タワー大全 かねだ ひろ リモートワーク リセット・サザーランド
鬼役　30 坂岡 真 すごいエスカレーター 田村 美葉 職場の科学 沢渡 あまね
お江戸やすらぎ飯　芍薬役者 鷹井 伶 ザ・ヒストリー航空機大百科 アンソニー・エバンス 21世紀の新しい職業図鑑 武井 一巳
君と漕ぐ　3 武田 綾乃 ブラウスを縫おう。 かたやま ゆうこ ロボジョ! 稲穂 健市
神話の密室 知念 実希人 おうちでできるヘアカット GARDEN はじめての発明 松本 奈緒美
妻紅 知野 みさき しょうがの料理 有元 葉子
残照の剣 辻堂 魁 冷凍うどんアイデア帖 伯母 直美 段取り上手のメール 中川路 亜紀
被匿 堂場 瞬一 図解まるわかりクラウドのしくみ 西村 泰洋 お弁当サンド 若山 曜子 Zoom営業の教科書 採用戦略研究所
空白の家族 堂場 瞬一 中古典のすすめ 斎藤 美奈子 はじめよう!ノンアルコール 岩倉 久恵 売れる女性営業の新ルール 山本 幸美
遠い面影 鳥羽 亮 官製ワーキングプアの女性たち 竹信 三恵子
殺人現場は雲の上 東野 圭吾 子どもの心の声を聴く 堀 正嗣 『すごいエスカレーター』 田村 美葉 『ロボジョ!』 稲穂 健市
最後の晩ごはん　14 椹野 道流 図鑑世界の哲学者 サイモン・ブラックバーン

偽久蔵 藤井 邦夫 死の教科書 五木 寛之
高校事変　8 松岡 圭祐 不滅の哲学池田晶子 若松 英輔
京都寺町三条のホームズ　15 望月 麻衣 一人暮らしパラダイス 弘兼 憲史
雷神 吉田 雄亮 戦時下のくらし 小泉 和子

海の上の建築革命 中村 享一
美しい数学入門 伊藤 由佳理 天神様の正体 森 公章
性格とは何か 小塩 真司 読んで旅する秘密の地図帳 おもしろ地理学会
ゲノム編集とはなにか 山本 卓 全国御城印大図鑑 攻城団 IT・インターネットの法律相談 TMI総合法律事務所

アンドレ・アンドニアン まるごとわかる・遺言と生前贈与 内海 徹

『神話の密室』 知念 実希人
日本土壌協会 堀 招子

地図で見るイスラエルハンドブック フレデリック・アンセル

地政学世界地図 バティスト・コルナバス 農文協
BIG BUSINESS タイラー・コーエン 畑の益虫とその増やし方 ブティック社

美しいセダムの寄せ植え MAi
奥村 拓

老後は要領 和田 秀樹 荻原 範雄 林 寧哲
認知症介護の悩み引き出し52 認知症の人と家族の会

アウグストゥス ジョン・ウィリアムズ 超ズル賢い勉強法 藪田 崇之 発達障害チェックノート 福西 勇夫
レイラの最後の10分38秒 エリフ・シャファク 古代の食生活 吉野 秋二
笑う仏(ラッフィング・ブッダ) ヴィンセント・スターレット 疫病退散 島田 裕巳 ぐっとくる!仏像 みうら じゅん 『発達障害チェックノート』 福西 勇夫
踊る白馬の秘密 メアリー・スチュアート 満月珈琲店 桜田 千尋
ヘル・ホローの惨劇 P.A.テイラー 『超ズル賢い勉強法』 藪田 崇之 しあわせカメラ パパカメラ
ボーン・クロックス デイヴィッド・ミッチェル にっぽんの美しい民藝 萩原 健太郎
トンネル　　　　　　　　　　　　 ベルンハルト・ケラーマン 面白いほどわかる!クラシック入門 松本 大輔
青い目のジャン ジャン・ジオノ 志村けん160の言葉 志村 けん
忘却についての一般論 女の答えはピッチにある キム ホンビ

ヒロシのソロキャンプ ヒロシ

『満月珈琲店』 桜田 千尋 落語入門 三遊亭金馬　他
二つの顔 池波正太郎

なるほど!毎日の役立つ数学 近藤 宏樹 ｍｉｆｆｙ　おやこでわくわくえいご キングレコード
世界は幾何学で作られている アミーア・アレクサンダー ビッグ・バンド・ジャズ傑作集
ときめく雲図鑑 菊池 真以
世界を変えた微生物と感染症 左巻 健男 あなうさピーター ビアトリクス・ポター

『笑う仏』　　　　　　　　　ヴィンセント・スターレット

原信夫とシャープス＆フラッツ 　

本当に使える!防災用品カタログ　2020-2021

並べるだけで強くなる虎丸の自選自解好局集

これ一冊で安心相続の諸手続き　20-21年版

おひとりさまの親と私の「終活」完全ガイド

ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザ

ブラック・ハンター　　　　ジャン=クリストフ・グランジェ

大人の発達障害グレーゾーンの人たち

マッキンゼーが読み解く食と農の未来

図解でよくわかる土壌診断のきほん

身近な人が亡くなった後の遺品整理

今さら聞けないタネと品種の話きほんのき

咲かせたい!四季の宿根草で庭づくり
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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

日中戦争前夜の北京。古寺での宴に招かれ
た13人の男女を襲う連続殺人。神出鬼没の大
男“笑う仏”が次に狙うのは? 若き犯罪学者で
アマチュア探偵のホープ・ジョンソンと探偵小
説家のハワード・ピルグリムは謎を追うが…。

法 律 情 報

新 着 Ｃ Ｄ

リング上で死んだチャンピオン。酒のない病室
でアルコール中毒を起こす小説家。まるで神
様が魔法を使ったかのような奇妙な「密室」事
件、その陰に隠れた思いもよらぬ「病」とは? 
天才女医・天久鷹央が不可能犯罪に挑む。

遊びや趣味を最優先しそこから逆算して勉強
時間を作り出す、ノートづくりはムダだから絶
対にやってはいけない…。がんばってるのに
なぜか結果が出ない人のために、1時間分の
成果を10分で出す勉強法を徹底解説する。

発達障害の人には、生まれつき持っている特
有の性質(特性)があります。日常生活や社会
生活において、困りごとや生きづらさを抱えて
いる人たちの実例を多数取り上げ、それぞれ
どんな特性によるものなのかを解説します。

三高時代から死の直前まで、日々の思いを
4冊のノートに残していた京大生、林尹夫。
学徒出陣による戦死から75年、彼の記した
自己と世界史究明の努力、友情・セクシュア
リティへの実直な思いを原文のまま伝える。

工学部2年生の杉本麻衣はロボット搭載用の
革新的な技術の開発に成功。ところがその知
的財産を横取りしようとする連中が現れて…。ビ
ジネス教養としての「知財」の基本が学べるエ
ンターテインメント小説。知財解説コラム付き。

疲れた人だけが訪れることができる満月珈琲
店。やってきたのは恋心に想いを馳せた少女、
夢破れ人生に悩む男女。運命が交錯する先に
ある未来は…。イラストレーター・桜田千尋×作
家・望月麻衣の珠玉のイラストストーリー。

老舗デパートから、再開発ターミナル、未来型
超高層ビルまで、エスカレーターマニアの著
者が「これは」と思ったエスカレーターを、日本
全国から選りすぐって紹介。エスカレーター用
語、タイプ、メーカー、鑑賞ポイントも掲載。


