
死について考える本 あおびょうたん あおき ひろえ
セント・キルダの子 ベス・ウォーターズ ウィルとふゆのおきゃくさん リンダ・アシュマン
算数ずかん 鈴木 晋一 おふろ、はいる? 飯野 和好
珪藻美術館 奥 修 パンダくんのおにぎり いしかわ こうじ
うまれたよ!フグ 松沢 陽士 つちんこ つっちゃん 石黒 亜矢子
水族館のサバイバル　2 ゴムドリco. アネモネ戦争 上村 亮太
はっけん!ニホンイシガメ 関 慎太郎 サディがいるよ サラ・オレアリー
ウイルスのひみつ マンガデザイナーズラボ マーシカちゃん 北見 葉胡
脳のなかのびっくり事典 こざき ゆう マッチやのしょうじょ くすのき しげのり
赤ちゃんはどうやってうまれるの? フランソワーズ・ローラン シャルロットのおしゃぶり ファニー・ジョリー 化け者心中 蟬谷 めぐ実
コロナウイルスのころなっちとぼく 近藤 えり はやくかえってこないかな 鈴木 永子 完全犯罪の恋 田中 慎弥
お米をつくろう! 山口 誠之 はんぶんこ 多田 ヒロシ 白日 月村 了衛
おとうさんのかお 岩瀬 成子 インクレディブルホテル ケイト・デイヴィス アンダークラス 相場 英雄 コーチ 堂場 瞬一
オオハシ・キング 当原 珠樹 い～れ～て! 中川 ひろたか みがわり 青山 七恵 鬼人幻燈抄　5 中西 モトオ
ココロ屋 梨屋 アリエ 江戸染まぬ 青山 文平 復讐の協奏曲(コンチェルト) 中山 七里
猫町ふしぎ事件簿 廣嶋 玲子 『マッチやのしょうじょ』 くすのき しげのり お探し物は図書室まで 青山 美智子 焼餃子 蜂須賀 敬明
妖怪の子預かります　7 廣嶋 玲子 乱都 天野 純希 そして、海の泡になる 葉真中 顕
セラピードッグのハナとわたし 堀 直子 夢七日 夜を昼の國 いとう せいこう 一橋桐子<76>の犯罪日記 原田 ひ香
山のトントン やえがし なおこ 壺の中にはなにもない 戌井 昭人 階段にパレット 東 直子
インド神話 沖田 瑞穂 イスランの白琥珀 乾石 智子 ぼくもだよ。 平岡 陽明

八月の銀の雪 伊与原 新 きのうのオレンジ 藤岡 陽子
アリソン・アトリー アルフィー ティラ・ヒーダー 影に対して 遠藤 周作 水と礫 藤原 無雨

ブラックホールの飼い方 ミシェル・クエヴァス 一本の線をひくと 藤川 幸之助 もしかしてひょっとして 大崎 梢 だまされ屋さん 星野 智幸
名探偵ポアロ ナイルに死す アガサ・クリスティー おとなのなかのこども ヘンリー・ブラックショー ふたりでちょうど200% 町屋 良平
クローバーと魔法動物　2 ケイリー・ジョージ あるヘラジカの物語 星野 道夫 太田 愛 その果てを知らず 眉村 卓
不気味な叫び R.L.スタイン けんちゃんのもみの木 美谷島 邦子 首イラズ 岡田 秀文 霊能者たち 嶺里 俊介
列車探偵ハル M.G.レナード アルマの名前がながいわけ とわの庭 小川 糸 肉体のジェンダーを笑うな 山崎 ナオコーラ

わにのなみだはうそなきなみだ アンドレ・フランソワ 白野真澄はしょうがない 奥田 亜希子 吹上奇譚　第3話 吉本 ばなな

『猫町ふしぎ事件簿』 廣嶋 玲子 ボール、みいつけた! 宮野 聡子 織田有楽斎 岳 真也 湖の女たち 吉田 修一
ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう げんいちろう 落葉の記 勝目 梓 攫い鬼 輪渡 颯介
アンパンマンとみかづきまん やなせ たかし ニッポンチ! 河治 和香
どすこーい 山岡 ひかる 探偵は友人ではない 川澄 浩平 『ふたりでちょうど200%』 町屋 良平
トゥクパをたべよう プラバ・ラム 小麦の法廷 木内 一裕
どうして? アダム・レックス 浅草迄 北野 武

戀童夢幻 木下 昌輝

『トゥクパをたべよう』 プラバ・ラム 善医の罪 久坂部 羊
カラ売り屋、日本上陸 黒木 亮

アレクサンドロス大王 澤田 典子 死の扉 小杉 健治
他者を感じる社会学 好井 裕明 アンと愛情 坂木 司
14歳からの哲学サロン 板生 いくえ 絶局 坂岡 真
チャイコフスキー ひの まどか 相剋 笹本 稜平 阿佐ケ谷アタリデ大ザケノンダ 青柳 いづみこ
13歳からの読解力 山口 謠司 いつの空にも星が出ていた 佐藤 多佳子 見果てぬ花 浅田 次郎
中学英語から始める洋書の世界 林 剛司 伊達女 佐藤 巖太郎 寂聴残された日々 瀬戸内 寂聴
拝啓パンクスノットデッドさま 石川 宏千花 サード・キッチン 白尾 悠 人間の道理 曾野 綾子
ライラックのワンピース 小川 雅子 動物警察24時 新堂 冬樹 今日の人生　2 益田 ミリ
世界とキレル 佐藤 まどか 日本外来小児科学会 この気持ちもいつか忘れる 住野 よる たべる生活 群 ようこ
雨降る森の犬 馳 星周 手づかみ離乳食 田角 勝 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 私とあなたのあいだ 温 又柔

『世界とキレル』 佐藤 まどか 『手づかみ離乳食』 田角 勝 『ニッポンチ!』 河治 和香 『たべる生活』 群 ようこ

メリー=エレン・ウィルコックス　

フアナ・マルティネス‐ニール　

彼らは世界にはなればなれに立っている

はりねずみともぐらのふうせんりょこう

ママ&パパにつたえたい子どもの病気ホームケアガイド

日 本 の 文 学 ・ 小 説

意地と我慢で明治の開化の世を押し通そうと
した歌川国芳の弟子たち。彼らの生きざまを
見届けた国芳の娘は、昭和の頃まで春画を
描きながら生きたという。さらには<国芳の孫>
の存在が…。『きらら』連載を改題し加筆改稿。

10/23～11/20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。

日々の料理に手はかけず、でも栄養バラン
スはきっちりと。とにかく、人間の体は食べ
た物でできている-。ゆるく、かろやかに生き
ていくための「食」エッセイ。『一冊の本』連
載を加筆し書籍化。

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 12月号

母の策略により、ふしぎなサマースクール
に送りこまれた中学2年生の舞。すてきな避
暑地の洋館で、3週間のバカンスのはずが、
大事なスマホも取り上げられ、孤立無援に。
舞は無事生きのこることができるのか!?

子 育 て 支 援

寒い雪の夜、ウトピア王国の広場で少女が
マッチを売っていましたが、ちっとも売れませ
ん。王さまに仕える学者スキエンティアは、
少女に、工夫しながらマッチを売ることを教え
…。ウトピア王国を舞台にした3つめのお話。

バドミントンのダブルス、ブラック企業の同期
…転生したらまた友達になった。“男らしく”な
れないふたりの友情は、死んでも終わらない
…。新時代の男子の友情を描く連作小説集。
『文藝』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

たくさんの猫が暮らし、猫にまつわる言い伝
えも多い大根古町-通称、猫町で、遠矢は1
本の猫じゃらしを見つける。遠矢は「猫じゃら
しは猫のもの。とったらいけないよ」という菊
子ばあちゃんの言葉を思い出したが…。

今日の晩ごはんは、ごちそうスープのトゥクパ! 
ツェリンは「食べにおいでよ」と友だちを誘いま
すが、料理の真っ最中、停電で真っ暗になり…。
目の見えない男の子の世界を音とにおいと、味
と手ざわりで豊かにいろどった絵本。

「スプーンで一口から」はもう卒業! 大人が<
あげる>離乳食から、赤ちゃんが<自分で>つ
かみ食べする離乳食へ。赤ちゃんの食への
意欲をはぐくみ、運動機能や感覚機能の発
達も促す、新しいスタンダードを紹介する。



相棒　season18上 輿水 泰弘 まほろばの郷 小谷　博徳 身の回りを数学で説明する事典 コリン・ベバリッジ 民藝と手仕事 暮らしの図鑑編集部
武士の流儀　4 稲葉 稔 これでいいのか鳥取県 昼間 たかし 怖くて眠れなくなる化学 左巻 健男 もっと知りたいやきもの 柏木 麻里
襲大鳳　下 今村 翔吾 これでいいのか島根県 鈴木 ユータ 宇宙大全これからわかる謎の謎 二間瀬 敏史 切り紙、はじめました。 石川 眞理子
暁光の断 上田 秀人 近頃なぜか岡本喜八 山本 昭宏 ずかんウイルス 武村 政春 1年中楽しめる暮らしの折り紙 山口 真
偽計 上田 秀人 随想山陰あれこれ 酒井　董美 標本バカ 川田 伸一郎 日本のデザイン1945- ナオミ・ポロック
江戸旨いもの尽くし 菊池 仁 もっとずるいいきもの図鑑 今泉 忠明 エール　Part2 NHKドラマ制作班
眠れない凶四郎　4 風野 真知雄 『近頃なぜか岡本喜八』 山本 昭宏 患者の心得 山本 健人 基礎から学ぶ!筋力トレーニング 有賀 誠司
殺人依存症 櫛木 理宇 寄生虫のはなし 永宗 喜三郎 見えないスポーツ図鑑 伊藤 亜紗
きずな水 倉阪 鬼一郎 レビー小体型認知症 内門 大丈 焚き火の本 猪野 正哉
秋思ノ人 佐伯 泰英 口・のどのがん 三谷 浩樹 羽生善治の受けの教科書 羽生 善治
春霞ノ乱 佐伯 泰英 ウイルスから体を守る 根来 秀行
駆込み女 坂岡 真 シニア世代の食材冷凍術 本多 京子 朝日新聞校閲センター

小説イタリア・ルネサンス　2 塩野 七生 理想のリスニング（CD付） 阿部 公彦
たまもかる 篠 綾子
セカンドライフ 新津 きよみ 『もっと知りたいやきもの』 柏木 麻里
私を愛して下さい 西村 京太郎 Zoom 1歩先のツボ77 木村 博史
本所おけら長屋　15 畠山 健二 苦学と立身と図書館 伊東 達也 川廷 昌弘
ハグとナガラ 原田 マハ 著作権入門ノート「アートと法」 小笠原 正仁 にっぽん建築散歩　続 小林 泰彦
ひかりの魔女　3 山本 甲士 図鑑哲学 トム・ジャクソン 図解まるわかり5Gのしくみ 飯盛 英二
ミラクル・クリーク アンジー・キム 色彩心理図鑑 ポーポー・ポロダクション 身近なプラスチックがわかる 西岡 真由美
夏の雷鳴 スティーヴン・キング 超訳LIFE SHIFT リンダ・グラットン 日本懐かしスニーカー大全 佐藤 誠二朗
マイル81 スティーヴン・キング 知っておきたい日本の宗教 岩田 文昭 使い勝手のいい、エプロンと小物 加藤 容子
実践自分で調べる技術 宮内 泰介 男の子にも女の子にも似合う服 高島 まりえ
藤原定家『明月記』の世界 村井 康彦 手編みのトラディショナルニット リトルバード 会社には行かない 石倉 秀明
物語東ドイツの歴史 河合 信晴 働くセーター 保里 尚美 ざんねんなオフィス図鑑 沢渡 あまね
古代メソポタミア全史 小林 登志子 鳴動する中世 笹本 正治 はじめての「味つけ冷凍」 藤井 恵 女性のキャリア支援 武石 恵美子
ラファエロ 深田 麻里亜 「悪」が変えた世界史　上・下 ヴィクトル・バタジオン ばぁばのおせち 鈴木 登紀子 テレワーク入門 法林 岳之

47都道府県・名門/名家百科 森岡 浩 おうち仕事術 戸田 覚

『ミラクル・クリーク』 アンジー・キム 王女物語 マリオン・クローフォード 『にっぽん建築散歩　続』 小林 泰彦
ジョン万次郎の羅針盤 中濱 武彦 長野 ゆか
あの場所の意外な起源 トラビス・エルボラフ オンライン就活は面接が9割 瀧本 博史
好きな場所へ自由に行きたい 岡本 敬子 稼げるビジネス英語 飯田 健雄
地図で旅する!日本の名城 千田 嘉博 テレワーク時代のメール術 平野 友朗
わたしの山旅 仲川 希良

『わたしの山旅』 仲川 希良
離婚後のトリセツ 大西 信幸

バグダードのフランケンシュタイン 13歳からの食と農 関根 佳恵 おひとり様の相続<4つの対策> 松田 真紀子
帽子蒐集狂事件 ジョン・ディクスン・カー 職場のいじめ・パワハラと法対策 水谷 英夫
眠れる美女たち　上・下 スティーヴン・キング 里親になりませんか 吉田 菜穂子
ノーザン・ライツ ハワード・ノーマン 自然農を生きる 沖津 一陽
ラスト・タイクーン コロナ後の食と農 吉田 太郎
サンソン回想録 オノレ・ド・バルザック まるごと楽しむオリーブの本 岡井 路子
洪水 フィリップ・フォレスト DIYの手作りガーデンBOOK ブティック社 よくわかる在宅看護 角田 直枝集
きらめく共和国 アンドレス・バルバ 令和の胎動 共同通信取材班 魚の疑問50 高橋 正征 発達障害最初の一歩 松永 正訓
海と山のオムレツ カルミネ・アバーテ いまはそれアウトです! 菊間 千乃 鉄道遺産をめぐる 「旅と鉄道」編集部 乳癌日記 夢野 かつき
イワンの馬鹿 レフ・トルストイ 欲望の資本主義　4 丸山 俊一 日本鉄道風景地図鑑 中井 精也 「病者」になることとやめること 鈴木 陽子

法務の文書・資料作成術! 芦原 一郎

『きらめく共和国』 アンドレス・バルバ 一流の聞く力 福田 健 『13歳からの食と農』 関根 佳恵 『乳癌日記』 夢野 かつき
マンション防災の新常識 釜石 徹
マララが見た世界 マララ・ユスフザイ
不登校の予防と対応 会沢 信彦
遊びからはじまる 松崎 行代
一流女性のあたりまえ 諏内 えみ

ジャン=ポール・シャルヴェ

アフマド・サアダーウィー

F.スコット・フィッツジェラルド

日本語の奥深さを日々痛感しています

地図とデータで見る農業の世界ハンドブック

未来をつくる道具わたしたちのSDGs

実践!オフィスの効率化ファイリング

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

亜熱帯の町に現れた理解不能な言葉を話す
32人の子どもたち。彼らは盗みを働き、市民
を襲い、そして一斉に死亡した。事件に関
わった語り手が、22年後のいま、謎をひもと
いていき…。純粋で残酷な子どもたちの物語。

法 律 情 報

バージニア州郊外の町、ミラクル・クリーク。韓
国人の移民一家が営む酸素治療施設で放火
事件が発生。焼死した少年の母親が逮捕され、
1年後、裁判が開かれる。心のうちに傷と秘密
を抱えながら、関係者たちは法廷に臨む―。

水の始まる山、海を感じる山、生き物に会え
る山、信仰を集める山…。モデルでフィール
ドナビゲーターの仲川希良が、山旅の楽し
み方を紹介する。お気に入り21ルートと旅の
ヒントを収録。

40歳で乳がんになった著者が、家族への連
絡、お金のこと、治療と仕事の両立、抗癌
剤への不安や悩み、手術とその後遺症、放
射線治療、リンパ浮腫などについて漫画で
紹介。主治医による解説も掲載する。

痛烈な戦争体験を抱え、フマジメな余計者とし
て「カッコイイ戦争」に抗い続けた映画監督・岡
本喜八。彼の作品を公開当時の時代に置き
直し、その表象と主題、観客たちの受容を分
析。戦後社会の多様な側面を浮き彫りにする。

楽しくやきものを知ることができる一冊。縄
文土器から、昭和の陶芸家の思いを宿す
作品まで、大づかみに日本のやきものをひ
もとくとともに、いくつかの話題に深く踏み込
んで、やきものの豊かな魅力を紹介する。

歴 史 ・ 地 理

貧困、飢餓、気候変動、エネルギー問題…。
解決するカギは「家族農業」にあり! 大きく方
針転換しつつある食と農の問題を、「家族農
業の10年」、SDGs(持続可能な開発目標)等
のキーワードでわかりやすく解説。

江戸交易で栄えた蔵の町・栃木市、古都を
代表する伝統的な町並み・祇園～清水寺…。
日本全国30エリアの歴史的建物を、イラスト
と地図とともに紹介する続編。雑誌『パート
ナー』掲載を書籍化。


