
もっとよのなかルールブック 高濱 正伸 とりのずかん 雨宮 尚子
ピラミッドのサバイバル　2 洪 在徹
かけはし 中川 なをみ 岡田 よしたか
地球村の子どもたち　1 石井 光太 ママ、どっちがすき? 織田 りねん
SDGsのきほん　5・6 稲葉 茂勝 雨の日の地下トンネル 鎌田 歩
月のふしぎ いしがき わたる 梨の子ペリーナ イタロ・カルヴィーノ
台風の大研究 筆保 弘徳 だいぶつさまおまつりですよ 苅田 澄子
さぐろう生物多様性 岡崎 務 日本どっちからよんでも 本村 亜美
万葉と令和をつなぐアキアカネ 山口 進 とりあえずまちましょう 五味 太郎
はっけん!ニホンヤモリ 関 慎太郎 ブウさん、だいじょうぶ? バレリー・ゴルバチョフ 働く女子に明日は来る! 中澤 日菜子
うんち工場で大冒険! マルヤ・バーセラー ひょうたんとかえる 西條 八十 今も未来も変わらない 長嶋 有
鉄道のひみつ 谷藤 克也 滅びの前のシャングリラ 凪良 ゆう

『とりのずかん』 雨宮 尚子 未来のサイズ 俵 万智 始まりの木 夏川 草介
日下 三蔵 還って来た山頭火 立元 幸治 ヘディングはおもに頭で 西崎 憲

ぼくのまつり縫い　2 神戸 遙真 超シルバー川柳　あっぱれ百歳編 みやぎシルバーネット デリバリールーム 西尾 維新
火狩りの王　4 日向 理恵子 眠れる美女 秋吉 理香子 生まれつきの花 似鳥 鶏
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　14 廣嶋 玲子 スター 朝井 リョウ 沖晴くんの涙を殺して 額賀 澪
妖怪の子預かります　6 廣嶋 玲子 汚れた手をそこで拭かない 芦沢 央 くちばみ 花村 萬月
秘密に満ちた魔石館　2 廣嶋 玲子 ビルをつくるじどうしゃ 鈴木 まもる Another　2001 綾辻 行人 やがて訪れる春のために はらだ みずき
白き花の姫王(おおきみ) みなと 菫 どうろをつくるじどうしゃ 鈴木 まもる 命の砦 五十嵐 貴久 谷根千ミステリ散歩 東川 篤哉
宇宙人がいた やまだ ともこ かじをけすじどうしゃ 鈴木 まもる ワカタケル 池澤 夏樹 この本を盗む者は 深緑 野分
かしこいうさぎのローズバッド はたらくじどうしゃ 鈴木 まもる 半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸 潤 詩人の恋 深水 黎一郎
イルカと少年の歌 エリザベス・レアード ごめんなさい!だいじょうぶ! ルイス・スロボドキン 揺籠のアディポクル 市川 憂人 お誕生会クロニクル 古内 一絵
水瓶座の少女アレーア　7 タニヤ・シュテーブナー ネコノテパンヤ 高木 さんご もっこすの城 伊東 潤 逢魔(あま)宿り 三津田 信三
おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルク がろあむし 舘野 鴻 龍神の子どもたち 乾 ルカ 天離り果つる国　上・下 宮本 昌孝

あ たにかわ しゅんたろう ママナラナイ 井上 荒野 孔丘 宮城谷 昌光
ほしいなあ、ナマケモノ G.ドーネイ 犬がいた季節 伊吹 有喜 風よあらしよ 村山 由佳
ほしいなあ、きょうりゅう G.ドーネイ 鏡影劇場 逢坂 剛 ちよぼ 諸田 玲子
ぼくんちのおふろやさん とよた かずひこ 猫弁と星の王子 大山 淳子 シグナル 山田 宗樹

ワトソン力 大山 誠一郎 自転しながら公転する 山本 文緒

『ネコノテパンヤ』 高木 さんご 本好きの下剋上　第5部 3 香月 美夜
三度目の恋 川上 弘美 『谷根千ミステリ散歩』 東川 篤哉
鳩護(はともり) 河崎 秋子
日没 桐野 夏生
私は女になりたい 窪 美澄

過労死しない働き方 川人 博 泣き娘 小島 環
徒然草をよみなおす 小川 剛生 うきくさ　月刊かがくのとも 2020.10 野坂　勇作 わたしが消える 佐野 広実
10代の「めんどい」が楽になる本 内田 和俊 ぼくのいもうと 浜田 桂子 ザ・ベストミステリーズ　2020 日本推理作家協会
10年後、君に仕事はあるのか? 藤原 和博 みみずくと3びきのこねこ アリス・プロベンセン アウターQ 澤村 伊智
烏百花　蛍の章 阿部 智里 おおぐいタローいっちょくせん マスダ カルシ 家族のあしあと　続 椎名 誠
アクセル・ワールド　25 川原 礫 デルタの羊 塩田 武士 回想のすすめ 五木 寛之
そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ ミシェル・マーケル 質草女房 渋谷 雅一 ひと・ヒト・人 井上 ひさし
秘密 谷崎 潤一郎 おふろにはいろ 三浦 太郎 同姓同名 下村 敦史 それでも、幸せになれる 鎌田 實

ぼうしかぶって 三浦 太郎 OKI 杉山 隆男 新しい生活 曽野 綾子
長月 達平 あつかったらぬげばいい ヨシタケ シンスケ 五色の殺人者 千田 理緒 炉辺の風おと 梨木 香歩

きょうりゅうたちもほんがよめるよ ジェイン・ヨーレン 真夜中のたずねびと 恒川 光太郎 わたしのもう一つの国 角野 栄子
クリス・コルファー にんじゃいぬタロー 渡辺 陽子 銀齢探偵社 中山 七里 英国ロックダウン100日日記 入江 敦彦

『秘密』 谷崎 潤一郎 『あつかったらぬげばいい』 ヨシタケ シンスケ 『龍神の子どもたち』 乾 ルカ 『わたしのもう一つの国』 角野 栄子

サンドイッチにはさまれたいやつよっといで

『おじいちゃんとの最後の旅』　ウルフ・スタルク

SFショートストーリー傑作セレクション　破滅篇

ルドウィッヒ・ベーメルマンス

ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　赤ずきん女王への道

Re:ゼロから始める異世界生活　24

子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語

日 本 の 文 学 ・ 小 説

都市開発の余波で地元派とニュータウン派
に分裂した集落。夏休み、両派の中学生9
人は林間学校に参加するが、土砂崩れに遭
い…。次世代に語り継ぎたい、他人を思いや
る物語。『小説NON』連載に加筆・訂正。

9/25～10/22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。

ブラジルでの暮らしがなかったら、わたしは
作家にはなっていなかった―。若い頃、移
民として渡り、思い出深い日々を過ごしたブ
ラジルへ、20年後に娘と再び訪れたときの
旅のエッセイ。

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 11月号

不朽の名作が、いま新たによみがえる―。
谷崎潤一郎の小説「秘密」と、マツオヒロミ
の描き下ろしイラストの珠玉のコラボレー
ション。小説としても画集としても楽しめる
一冊。

「あっさりつかまるアホウドリ」「カッコーとな
くからカッコウ」…。楽しい「あいうえお」の
キャッチフレーズと物語の場面のようなか
わいい絵で、身近なものから珍しいものま
で、日本の野鳥56種類を紹介します。

谷根千の路地裏にある、隠れ家的雑貨屋「怪
運堂」。店主・竹田津の探偵の素質に気づいた
女子大生・つみれが難事件を持ちこむと…。ゆ
るすぎる名探偵&迷推理女子による本格ミステ
リ。『小説野性時代』掲載を改稿し単行本化。

病院に入院しているおじいちゃんが、死ぬ
前に家に取りに行きたいものがあるという。
ぼくはおじいちゃんのために、病院を抜け
出すカンペキな計画を立てた…。切ない現
実をユーモアでくるみ、巧みに描いた物語。

小さなパン屋さん「ネコノテパンヤ」で、お
店番をしていたななえ。“カラ～ン コロ～
ン”と店の戸が開くと、霧といっしょに不思
議なお客さんがあらわれて…。『おはなし
チャイルド』2019年度11月号を書籍化。

ヘトヘトにつかれたら、だれもわかってくれ
なかったら、せかいがかわってしまったら…。
子ども、大人、おじいちゃんのさまざまな疑
問に痛快に答える、ヨシタケ式心を緩める
絵本。『MOE』付録絵本に加筆、再構成。



感染症の日本史 磯田 道史 グループディスカッション 西口 利文
私の夫は発達障害? 真行 結子 オンラインでズバリ伝える力 佐藤 綾子
前立腺がん病後のケアと食事 頴川 晋 絵っ?でみることわざ・慣用句 はせ みつこ

稲荷書店きつね堂　3 蒼月 海里 松江城 中井 均 緊急提言パンデミック ユヴァル・ノア・ハラリ
家康　3 安部 龍太郎 地域への愛情が創意工夫を生む 古瀬 誠 薬のギモン早わかり帖 藤井 義晴
地の業火 上田 秀人 るるぶ山陰　'21 JTBパブリッシング
汝(きみ)よさらば　4 門田 泰明 Slack基本&便利技 オンサイト
帰って来た刺客 小杉 健治 『松江城』 中井 均 最新会社の倒産しくみと手続き 森 公任
東雲ノ空 佐伯 泰英 地下世界をめぐる冒険 ウィル・ハント 「女性ひとり起業」スタートBOOK 小谷 晴美
ルビィ 重松 清 災害に負けない家を造ろう 保坂 貴司 企業防災とマネジメントシステム 仲川 久史
あきない世傳金と銀　9 高田 郁 宇宙に行くことは地球を知ること 野口 聡一 絶対失敗しない!ササるプレゼン 長谷川 孝幸
うちのにゃんこは妖怪です 高橋 由太 エレクトロニクスラボ DK社 障がい者雇用の教科書 二見 武志
神話の密室 知念 実希人 図解武器と甲冑 樋口 隆晴 自宅ではじめるひとりビジネス 三宅 哲之
新・入り婿侍商い帖　遠島の罠 2 千野 隆司 最新二次電池が一番わかる 白石 拓 東大卒、農家の右腕になる。 佐川 友彦
疑装 堂場 瞬一 あるものでまかなう生活 井出 留美 大丈夫、策はある 小島 章裕
斬鬼たち 鳥羽 亮 お繕いの本 野口 光 タイトル文字のデザイン パイインターナショナル

25の短編小説 小説トリッパー編集部 プロ司書の検索術 入矢 玲子 家族でごはん12か月 野口 真紀
次から次へと 野口 卓 AIの壁 養老 孟司 天国酒場 パリッコ 『大丈夫、策はある』 小島 章裕
裏仕掛け 氷月 葵 ROCK司書の図書館ライブ 大林 正智
失せ物屋お百　2 廣嶋 玲子 学術書を読む 鈴木 哲也 『あるものでまかなう生活』 井出 留美
武家の相続 藤木 桂 生きる勇気 アルフレッド・アドラー
ルパンの星 横関 大 愛するということ エーリッヒ・フロム
Find Me アンドレ・アシマン 人生を変える「続ける」技術 坂本 勝俊
ロボット・イン・ザ・ファミリー デボラ・インストール 老いて、自由になる。 平井 正修
ストーンサークルの殺人 M.W.クレイヴン 「宗教」で読み解く世界史 宇山 卓栄
パリ警視庁迷宮捜査班　2 ソフィー・エナフ 日本書紀 遠山 美都男
有島武郎 荒木 優太 海からみた日本の古代 門田 誠一
未来の医療年表 奥 真也 李登輝 早川 友久 児島 明日美
現代日本を読む 武田 徹 親子でめぐる!御城印さんぽ 今泉 慎一 多年生雑草対策ハンドブック 伊藤 操子 わかりやすい賃貸住宅 吉田 杉明
万葉集講義 上野 誠 多肉植物の水栽培 米原 政一

いつかきっと笑顔になれる 今西 乃子

『帰って来た刺客』 小杉 健治 おじさんと河原猫 太田 康介
2020-2030アメリカ大分断 ジョージ・フリードマン 犬の能力 ブランドン・カイム ADHD注意欠如・多動症の本 司馬 理英子
大阪から日本は変わる 吉村 洋文 犬と猫 小林 照幸 ヒモトレ介護術 浜島 貫
つくられた格差 エマニュエル・サエズ 家ねこ大全285 藤井 康一
消える地銀 生き残る地銀 野崎 浩成 けものが街にやってくる 羽澄 俊裕 松原 英多
人はなぜ憎しみあうのか　上・下 マーク・W.モフェット 日本全国路線バス大図鑑 イカロス出版
産めないけれど育てたい。 池田 麻里奈 日本の観光 谷沢 明
おうち備蓄と防災のアイデア帖 島本 美由紀
教育相談 角南 なおみ 『おじさんと河原猫』 太田 康介

網内人 陳 浩基 子どもにおこづかいをあげよう! 藍 ひろ子 斎藤 道雄
彼女の名前は チョ ナムジュ ミトロヒン文書 山内 智恵子 フレイル予防のあいうえお 西山 緑
ディディの傘 ファン ジョンウン
誓願 マーガレット・アトウッド

「グレート・ギャツビー」を追え ジョン・グリシャム
アニーはどこにいった C.J.チューダー
新訳ペスト ダニエル・デフォー
アラバスターの手 A.N.L.マンビー
ウィズ・ザ・ライツ・アウト ヴィルジニー・デパント ニッポンの浮世絵 日野原 健司
言語の七番目の機能 ローラン・ビネ 横尾忠則創作の秘宝日記 横尾 忠則

だれも知らないレオ・レオーニ 森泉 文美
雪と星座のペーパークイリング なかたに もとこ

若い読者のための科学史 ウィリアム・F.バイナム 行った気になる世界遺産 鈴木 亮平 マスカレード・ホテル 東宝
学名で楽しむ恐竜・古生物 土屋 健 生きる力が育つ!あそびベスト53 久保田 競 旅猫リポート 松竹
こどもの目をおとなの目に重ねて 中村 桂子 パフォーマンスロッククライミング デイル・ゴダード リトル・フォレスト 夏/秋・冬/春 松竹
LIFESPAN デビッド・A.シンクレア これだけで勝てるオセロ 三屋 伸明 あん ポニーキャニオン
放っておくとこわい症状大全 秋津 壽男 東大ナゾトレ　SEASON2第4巻 松丸 亮吾 こんな夜更けにバナナかよ 松竹

未然に動脈硬化症を防ぐ生活と食事

『「グレート・ギャツビー」を追え』　ジョン・グリシャム

『産めないけれど育てたい。』　池田 麻里奈 『フレイル予防のあいうえお』　西山 緑

身近な人が亡くなった後の手続のすべて

シニアの1,2分間運動不足解消体操50

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

フィッツジェラルドの直筆原稿が強奪された。
捜査線上に浮かんだブルースはフロリダで書
店を営む稀覯本収集家。真相を探るべく送り
込まれた新進小説家のマーサーは、ブルー
スに近づき、秘密の核心に迫ろうとするが…。

健 康 長 寿

法 律 情 報

目付筆頭・妹尾十左衛門の家に養子がきた日、
披露の場に、義弟が怪我をした若侍を連れて
きた。勘定方で行方不明の見習いと分かるが、
嫡男でも血が繫がらず、家を継ぐ資格がないと
いう。自らの出生に悩む若侍に目付は…。

ハ ー ト フ ル D V D

養子を迎えて「育ての親」になる-。2度の流産、
死産を経験し、特別養子縁組で赤ちゃんを迎
えた夫婦が葛藤しながら幸せを模索していく姿
を、夫婦それぞれの視点から綴った書。ときに
は行き違いもあった素直な気持ちを伝える。

フレイル(要介護予備軍)の予防には運動、
栄養、社会活動が必要です。医師である著
者が、歳を重ねても元気に暮らすため、す
ぐ実践できる「ちょっとしたこと」を紹介しま
す。

歴史、築城経緯と縄張り、石垣と瓦、城下
町、発掘調査。松江城研究の第一人者たち
が、最新の研究成果とともに、松江城を総
合的に解き明かす。「松江市史」別編1「松
江城」のダイジェスト版。

食材を使って生産者も守る「車中料亭」、
「ちょい呑み客」への先手接客、週末のブラ
ンチ弁当…。20年間企画だけで飯を食う著
者が、コロナ禍ピンチをビジネスチャンスに
変えるアイデアを紹介する。

多摩川の下流域にはたくさんの野良猫が暮
らしている。河原の厳しい環境で生きていた
猫たちと、彼らを守ろうとした3人のおじさん。
そして、そのおじさんたちをたくさん愛した猫、
河原猫シロの物語を写真とともに紹介。

「あるものでまかなう」は、コロナ時代の新
たなスタンダードとなる生き方。食品ロス問
題の専門家が、「あるのにつくる・売る・買
う」のはなぜかを解説し、「あるものでまか
なう」食・暮らし・働き方を伝える。


