
プログラマーになろう! キキ・プロッツマン 氷上カーニバル あべ 弘士
こころキャラ図鑑 池谷 裕二 ぼくがふえをふいたら 阿部 海太
自分をすきになるこころの練習帳 イ ジョンホ ぬくぬく 天野　祐吉
ピラミッドのサバイバル　3 洪 在徹 とっくんトラックゆきのひにぶぶー いわむら かずお
レオナルド・ダ・ビンチ フカキ ショウコ すみっこのかくれんぼ うえだ しげこ
SDGs 日能研教務部 まほうの木 アンドレイ・ウサチョフ
地球のふしぎ 田近 英一 こたつうし かわまた ねね
クジラをめぐる冒険 石川 創 ながいながいねこのおかあさん キューライス
分解する図鑑 森下 信 ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤 ノリコ
12つきのおはなし&パンレシピ Goma くるまはこびます 小風 さち 北条五代　上・下 火坂 雅志
鉄道ものしり大百科 「旅と鉄道」編集部 レミーさんのひきだし 斉藤 倫 青春とは、 姫野 カオルコ
まるごとこままわし教室 日本こままわし協会 なにしてるの? 鈴木 まもる 孤島の来訪者 方丈 貴恵
ひとりひとり 谷川 俊太郎 ふぶきのみちはふしぎのみち 種村 有希子 ときめく心 桔梗 亜紀 聖女か悪女 真梨 幸子
世界一クラブ　10 大空 なつき にじいろのせかい 刀根 里衣 あの人と短歌 穂村 弘 雪のなまえ 村山 由佳
竜が呼んだ娘 魔女の産屋 柏葉 幸子 わたしの好きな季語 川上 弘美 沙漠と青のアルゴリズム 森 晶麿
さかなにはなぜしたがない 神沢 利子 『ぼくがふえをふいたら』 阿部 海太 教室に並んだ背表紙 相沢 沙呼 しのぶ恋 諸田 玲子
へんくつさんのお茶会 楠 章子 ひとり旅日和　2 秋川 滝美 ぐっどいゔにんぐ 吉田 篤弘
ねこの町の小学校 小手鞠 るい サンクチュアリ 岩城 けい 新宿特別区警察署Lの捜査官 吉川 英梨
江戸の空見師 嵐太郎 佐和 みずえ 夢幻 上田 秀人

今度生まれたら 内館 牧子 『しのぶ恋』 諸田 玲子
トロル 二人がいた食卓 遠藤 彩見

四つ子ぐらし　7 ひの ひまり 冬の狩人 大沢 在昌
妖怪の子預かります　8 廣嶋 玲子 なかや みわ あずかりやさん　4 大山 淳子
夜の妖精フローリー ローラ・エイミー・シュリッツ すずめのうんどうぼうしつくります 西本 鶏介 浄土双六 奥山 景布子
アラゲイジアの物語　1 クリストファー・パオリーニ あの湖のあの家におきたこと トーマス・ハーディング 今夜 小野寺 史宜
橋の上の子どもたち パドマ・ヴェンカトラマン のびるじどうしゃ 平山 暉彦 傍聴者 折原 一
ピノピノよもうよ ロベルト・ピウミーニ ふゆごもりのまえに ジャン・ブレット 銀の夜 角田 光代

ねこのオーランドー3びきのグレイス キャスリーン・ヘイル 京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 柏井 壽

『江戸の空見師 嵐太郎』 佐和 みずえ めいわくなボール 牡丹 靖佳 お龍のいない夜 風野 真知雄 マイナスの効用 五木 寛之
しんかんせん! 穂村 弘 悪魔を殺した男 神永 学 日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸
はじまりは、まっしろな紙 キョウ・マクレア チンギス紀　9 北方 謙三 ふつうでない時をふつうに生きる 岸本 葉子
100さいの森 松岡 達英 騙る 黒川 博行 ガラスの50代 酒井 順子
しあわせなクレヨン 丸山 陽子 雪に撃つ 佐々木 譲
アンパンマンとくろいとり やなせ たかし 2020年の恋人たち 島本 理生 下重 暁子
アンデルセンの夢の旅 ハインツ・ヤーニッシュ 少女モモのながい逃亡 清水 杜氏彦 世界は思考で変えられる 東田 直樹

誘拐ファミリー 新堂 冬樹 書く、読む、生きる 古井 由吉

『めいわくなボール』 牡丹 靖佳 Seven Stories 糸井 重里 美麗島プリズム紀行 乃南 アサ
人は見た目!と言うけれど 外川 浩子 地べたを旅立つ そえだ 信
西洋美術とレイシズム 岡田 温司 十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ 『美麗島プリズム紀行』 乃南 アサ
ほぐほぐマムアンちゃん ウィスット ポンニミット どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地 はるな

るん<笑> 酉島 伝法
内田 樹 ドS刑事(デカ)　7 七尾 与史

我、過てり 仁木 英之
天野 頌子 偶然にして最悪の邂逅 西澤 保彦

見た目レンタルショップ 化けの皮 石川 宏千花 火喰鳥を、喰う 原 浩
キノの旅　23 時雨沢 恵一 そとであそべ きむら ゆういち
ウィズ・ユー 濱野 京子 ごはんのこすな きむら ゆういち 東野 圭吾

1984年に生まれて 郝 景芳

『ウィズ・ユー』 濱野 京子 『そとであそべ』 きむら ゆういち 『我、過てり』 仁木 英之 いかさま師ノリス クリストファー・イシャウッド

モンタギュー・エッグ氏の事件簿 ドロシー・L.セイヤーズ

ミルクマン アンナ・バーンズ
ニッケル・ボーイズ コルソン・ホワイトヘッド

アルマ ル・クレジオ
本当の豊かさ ジャン・ジオノ

おしりたんてい おしりたんていのこい!?

きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん

ポストコロナ期を生きるきみたちへ

よろず占い処陰陽屋と琥珀の瞳　13

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

私は夕暮れ時に死ぬと決めている

日 本 の 文 学 ・ 小 説

信玄に三連勝した村上義清、東北最大勢力に
なった伊達政宗…。強大な敵を前に、一度は勝
利を摑んだはずの彼らは、いったいどこで選択
を誤ったのか。そしてそこからの決死の挽回術
とは。教訓が満載の書き下ろし歴史小説。

11/21～12/17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。

近くて遠い台湾の本当の姿とは―。乃南ア
サが日本統治時代の名残りを訪ね当時を
知る人々に触れ、自身が撮影した写真とと
もに綴る台湾紀行。集英社学芸編集部ウェ
ブサイト連載を単行本化。

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3年 1月号

高校受験を控えながら、家族関係に悩み悶々
と日々を送る悠人は、夜の公園でひとつ年下
の少女、朱音と出会う。彼女は病気の母を支え
ながら家事を担う「ヤングケアラー」だった。悠
人は彼女の力になりたいと思うようになるが…。

子 育 て 支 援

フルーフルー。笛の音は風にのり、彼方にこ
だまして、眠るだれかをよびおこす。タタ、タ
タ、カチャ、ケチャ、ビーン、ビーン…! 重なり
広がり響きあい、音は喜びに満ちていく。音
楽のうまれる神秘的な瞬間を描いた絵本。

安藤広重「目黒太鼓橋夕日の岡」、葛飾北
斎「百物語さらやしき」など、浮世絵の名作
に材を取った短篇7本を収録。男と女、出会
いと別れ。喜怒哀楽の表情を濃密に描く。
『オール讀物』掲載をまとめて単行本化。

江戸の町に住む空見(=天気予報)の得意な
少年・嵐太郎のもとに、奉行所から一世一
代のお役目が舞い込む。それは「黒船来航
の日を予測せよ」というもので…!? 黒船来航
の史実をもとにした、幕末フィクション。

子どもたちのホームランボールが、すぽりと
レンガのえんとつに。ボールは暖炉から飛
びだして、家のあちこちにはねていき…。世
にも不思議でめいわくな、ホームランボール
のおはなし。

外は雲ひとつないいい天気。元気に遊べと
はいうものの、外には恐いこともいっぱい。
いざ、子どもが出かけるとなったら、父さん
は心配で心配で…。父親の気持ちをユーモ
ラスに描く、きむらゆういちの子育て絵本。



こどもホスピスの奇跡 石井 光太 麒麟がくる　完結編 池端 俊策
摂食障害のすべて 高木 洲一郎 棚からつぶ貝 イモト アヤコ

卓球超観戦術 松下 浩二
商売繁盛 朝井 まかて　ほか AI大図鑑 松尾 豊 福辻 鋭記 毎日が楽しくなるイラスト花図鑑 エリ
きよのお江戸料理日記 秋川 滝美 GAFA見るだけノート 田中 道昭 その不調、栄養不足が原因です 佐藤 智春 60分でわかる!eスポーツ最前線 鴨志田 由貴
賢者の棘 麻見 和史 わたしは読書ボランティア 柴田 幸子 新しい「足」のトリセツ 下北沢病院医師団 即興スピーチ術 大嶋 友秀
結びの甘芋 五十嵐 佳子 現場 西日本新聞社 リモート診療 岡田 定 声が通らない! 新保 信長
日雇い浪人生活録　10 上田 秀人 哲学として読む老子全訳 山田 史生 メンタルにいいこと超大全 トキオ・ナレッジ ゼロからスタートスペイン語単語 イスパニカ
竹馬の契り 尾崎 章 宗教とは何ぞや 鈴木 大拙
平安あや解き草紙　5 小田 菜摘 感情の整理学 和田 秀樹 『棚からつぶ貝』 イモト アヤコ
京都伏見のあやかし甘味帖　6 柏 てん 姿とかたちの仏像事典 小峰 彌彦
警視庁レッドリスト 加藤 実秋
新春新婚(にいめとり) 倉阪 鬼一郎 ベルトラン・バレ
白菊の声 小杉 健治 人生100年の家づくり 建築知識
青田波 佐伯 泰英 はやぶさ2最強ミッションの真実 津田 雄一
新・浪人若さま新見左近　6 佐々木 裕一 パワエレ図鑑 森本 雅之
ばけもの好む中将　　10 瀬川 貴次
古事記異聞　4 高田 崇史 津田 蘭子
はなの味ごよみ　勇気ひとつ 高田 在子 手編みのかわいい冬こもの ブティック社 ライフシフト 秋場 大輔
七つの証言 堂場 瞬一 蒸しレシピ ワタナベ マキ 個人事業の経理と節税　'21年版 青木 茂人
サクリファイス 遠野 九重 フライパンパスタ 若山 曜子 非常事態に絶対負けない経営 児島 保彦
初陣 鳥羽 亮 考古学ガイドブック 小野 昭 10分でスッキリ!捨てない片づけ 中山 真由美 副業力 染谷 昌利

ヴィジュアル歴史百科 DK社
中島 久枝 世界史 ジェレミー・ブラック 『蒸しレシピ』 ワタナベ マキ 菊原 智明

大江戸少女カゲキ団　3 中島 要 仏都鎌倉の一五〇年 今井 雅晴
東京すみっこごはん　5 成田 名璃子 図解でスッと頭に入る江戸時代 大石 学 佐々木 寛
涙の花嫁行列 蓮見 恭子 バイキング ヘザー・プリングル すごい接客 宮田 佳子
院内刑事(デカ)ザ・パンデミック 濱 嘉之 渡部恒三伝 笠井 尚
刑事学校　3 矢月 秀作 東京半日さんぽ 清野 博 下山 哲平
婚活食堂　4 山口 恵以子 よりみち世界の街ある記 飯塚　舜介
暗殺者の悔恨　上・下 マーク・グリーニー フィンランドでかなえる100の夢 kukkameri
ホテル・ネヴァーシンク アダム・オファロン・プライス

黒魚都市 サム・J.ミラー 『ヴィジュアル歴史百科』 DK社 知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木 武 マンガで解決!男の離婚 弁護士ドットコム
もののけの日本史 小山 聡子 トウガラシ 寺岸 明彦
見えない宇宙の正体 鈴木 洋一郎 きらめくバルバスプランツ 竹田 薫
SDGs 南 博 吉田 信康

関根 友希子

『商売繁盛』 朝井 まかて　ほか 錦鯉の飼い方 アクアライフ編集部
コンビニはどうなる 中村 昌典
あおり運転 菰田 潔
鉄道マーク大図鑑 松原 一己 司馬 理英子
観光再生 村山 慶輔 腎臓病一生透析なしで過ごす本 椎貝 達夫

三島由紀夫「最後の1400日」 本多 清 生きる力 笠井 信輔
国際文化交流を実践する 国際交流基金
檻を壊すライオン 楾 大樹 『生きる力』 笠井 信輔
東京影絵 川村 亘平斎

またまた読んでごしない 服部  直記 めんどくさい人の取扱説明書 内藤 誼人
「国譲り神話」の真実 田中 英道 ホンモノの偽物 リディア・パイン
山中鹿介幸盛-三日月に祈る 藤岡 大拙 子どもをキッチンに入れよう! 藤野 恵美
ヒマチの嬢王　７ 茅原　クレセ 古代ローマの料理と食文化 ブリジット・ルプレトル

狐付きと狐落とし 中村 禎里

もっと知りたいゴーガン 六人部 昭典
工芸の国、ニッポン。 別冊太陽

地球が燃えている ナオミ・クライン 色の楽しみ 暮らしの図鑑編集部 深代 千之
コタン生物記　1～3 更科 源蔵 音楽の肖像 堀内 誠一
新海鳥ハンドブック 箕輪 義隆 我が人生の応援歌(エール) 藤原 正彦 山本 健二

湯島天神坂 お宿如月庵へよう　十日夜の巻

『わたしは読書ボランティア』　柴田 幸子

行列ができるお店・人・仕組みづくり

自動運転&MaaSビジネス参入ガイド

あなたの確定申告　令和3年申告用
はじめてでもできる個人事業者　'21年版

大人の発達障害<ASD・ADHD>シーン別解決ブック

『きらめくバルバスプランツ』　竹田 薫

「犬」たちが伝えてくれる本当の気持ち

脳も体も活性化!!1日3分歌トレ（CD付）

50歳からはじめる動ける身体づくり

『山中鹿介幸盛-三日月に祈る』　藤岡 大拙

文藝春秋オピニオン2021年の論点100

自力で脊柱管狭窄症を改善させる運動

地図とデータで見るエネルギーの世界ハンドブック

リメイクしたらオンリーワンができました。

テレワーク・オンライン時代の営業術

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

度重なる悲運にも、「願わくば我に七難八
苦を与え給え」と三日月に祈り、主家再興と
出雲奪還に奔走した、山中鹿介。そのひた
むきな生きざまを、豊富なカラー図版ととも
に紹介する。

健 康 長 寿

法 律 情 報

湯屋を愛する少女が、初めての仕事に挑戦す
る「晴れ湯」、付喪神になって逃げだしたという
根付けの行方を追う「利休鼠」…。朝井まかて、
畠中恵、宮部みゆきら5人の人気作家が「お
店」をテーマに描く時代小説アンソロジー。

古代から現代まで人類史の流れをヴィジュア
ルに再現。精密なCG、鳥瞰図や断面図、3Dイ
ラスト、写真等を縦横に駆使し、時代ごとに重
要な出来事、歴史の転換点となった事柄など、
要点を簡潔にまとめ、わかりやすく説明する。

56歳で会社を辞め、フリーアナウンサーに
なった直後、悪性リンパ腫であることが発覚
した著者。果てしないどん底でも、なぜ前を
向いて生きられたのか。病気や人生のつらさ
を「足し算」に変える生き方のヒントを伝える。

本の世界に空想の羽根を広げ、生きていくた
めの心の栄養をたっぷり吸収してほしい―。
幼児や小学生への読み聞かせを続けてきた
著者が、自らの読書体験と、6年にわたる小
学校での読書支援活動の軌跡を綴る。

南極でテントが壊れても平気なじじい、全力
で泥水に飛び込むおもしろ女優、大好きな
家族…。世界中を飛び回りながら、イモトが
出会った大切な人たちを綴った、初のエッ
セイ集。『CREA』連載を加筆し書籍化。

歴 史 ・ 地 理

輝くように美しい花とユニークな形の球根をも
つ植物たち。球根植物・塊茎植物全般=バルバ
スプランツの育て方を解説し、アイリス、チュー
リップ、カラーなど、季節を感じるバルバスプラ
ンツの楽しみ方実例を写真と共に紹介。

総 記 ・ 哲 学

材料を蒸し器にセットしたら、ほったらかし
でOK。ごはんのおかず、副菜やおつまみか
ら、蒸しごはん&蒸しスープ、おやつまで、
素材のうまみを引き出せて、油少なめでヘ
ルシーな「蒸し料理」のレシピを紹介します。


