
プログラマーの一日 WILLこども知育研究所 東京さんぽ絵本 阿部 行夫
こども般若心経 齋藤 孝 あかいてぶくろ いりやま さとし
世界史探偵コナン　4～6 青山 剛昌 すっとびこぞう! 大島 妙子
すし屋のすてきな春原さん 戸森 しるこ うみのがくたい 大塚 勇三
みんなはアイスをなめている 安田 夏菜 十二支のお雑煮 川端 誠
ゆうこさんのルーペ 多屋 光孫
ジュニア空想科学読本　21 柳田 理科雄 木村 研
こども統計学 渡辺 美智子 悲しみのゴリラ ジャッキー・アズーア・クレイマー

宇宙に行ったらこうだった! 山崎 直子 きづいてパンダさん カンタン・グレバン
ヨーロッパの古城　 スティーブン・ビースティー またまたうそだあ! サトシン 当確師 十二歳の革命 真山 仁
超高層ビルのサバイバル　1 ポップコーン・ストーリー あべ弘士のシートン動物記　2 E.T.シートン おたがいさま 群 ようこ
パイロットの一日 WILLこども知育研究所 100歳ランナーの物語 シムラン・ジート・シング とんちき耕書堂青春譜 矢野 隆
和食のだしは海のめぐみ　1 阿部 秀樹 ようこそあたらしいともだち リチャード・スキャリー 移動図書館の子供たち 我妻 俊樹 神様には負けられない 山本 幸久

なんでもレストラン 鈴木 まもる 足利の血脈 秋山 香乃 ライト・スタッフ 山口 恵以子
観月 麻生 幾 彩(いろ)無き世界のノスタルジア 行成 薫

ルイス・スロボドキン バイター 五十嵐 貴久 クラゲ・アイランドの夜明け 渡辺 優
せきれい丸 たじま ゆきひこ いとまの雪　上・下 伊集院 静
迷子の魂 オルガ・トカルチュク さのよいよい 戌井 昭人 『おたがいさま』 群 ようこ
どうしてなくの? フラン・ピンタデーラ 愚か者(フリムン)の島 乾 緑郎
女の子はなんでもできる! キャリル・ハート じょかい 井上 宮

ジャレットと魔法のコイン あんびる やすこ うみといきる ふくい てる 羊は安らかに草を食み 宇佐美 まこと
アーサー王の世界　6 斉藤 洋 おやすみなさいどうぶつたち ケイト・プレンダーガスト コロナと潜水服 奥田 英朗
ぼくらの秘密結社 宗田 理 おともだちになってくれる? サム・マクブラットニィ 本好きの下剋上　第5部[4] 香月 美夜
おとのさま、まほうつかいになる 中川 ひろたか きょうはおかねがないひ ケイト・ミルナー 見えない星に耳を澄ませて 香月 夕花
妖怪の子預かります　9・10 廣嶋 玲子 うりぼうと母さん 矢野 誠人 応仁悪童伝 木下 昌輝
しゅくだいなかなおり 福田 岩緒 4羽のめんどりと1羽のおんどり レーナ・ランドストローム 月下美人を待つ庭で 倉知 淳
精霊人、はじめました! 宮下 恵茉 ラストは初めから決まっていた 小手鞠 るい 男の業の物語 石原 慎太郎

『またまたうそだあ!』 サトシン 天を測る 今野 敏 芸人人語 太田 光
ジェフ・キニー 彼女のスマホがつながらない 志駕 晃 死ぬまでに行きたい海 岸本 佐知子

ぞうくんかいぞくになる セシル・ジョスリン ミッドナイト 柴田 哲孝 遺言未満、 椎名 誠
ミオととなりのマーメイド　8 ミランダ・ジョーンズ ゴールデンタイムの消費期限 斜線堂 有紀 愛の倫理 瀬戸内 寂聴
魔笛の調べ　1 S.A.パトリック 処方箋のないクリニック 仙川 環 歌を探して 友部 正人
彼方の光 シェリー・ピアソル 阿修羅草紙 武内 涼 いいかげん、馬鹿 中野 翠
オール★アメリカン★ボーイズ ジェイソン・レノルズ おとぎカンパニー　妖怪編 田丸 雅智
暗号クラブ　18 ペニー・ワーナー 境界線 中山 七里

旅する練習 乗代 雄介

『精霊人、はじめました!』 宮下 恵茉 自分を励ます英語名言101 小池 直己 七十四秒の旋律と孤独 久永 実木彦 眠れる美男 李 昻
続けてみます ファン ジョンウン

Jam 氷室 冴子 知られたくなかった男 クリフォード・ウィッティング

地方を生きる 小松 理虔 野良犬の値段 百田 尚樹 ダリウスは今日も生きづらい アディーブ・コラーム
裁判官になるには 飯島 一孝 銀獣の集い 廣嶋 玲子 オリーヴ・キタリッジ、ふたたび エリザベス・ストラウト
中高生からの防犯 武田 信彦 メイド・イン京都 藤岡 陽子 炎と血　1 ジョージ・R.R.マーティン

人間椅子 江戸川 乱歩
ソードアート・オンライン　25 川原 礫 藤崎 翔
グリモアレファレンス 佐伯 庸介 じい散歩 藤野 千夜 赤いモレスキンの女 アントワーヌ・ローラン

赤ちゃん寝かしつけの新常識 ソフィア・アクセルロッド 魔術師 谷崎 潤一郎 猫がこなくなった 保坂 和志 恥さらし パウリーナ・フローレス

晴れた日は図書館へいこう　3 緑川 聖司 零から0へ まはら 三桃 サハリン島 エドゥアルド・ヴェルキン

『グリモアレファレンス』 佐伯 庸介 『旅する練習』 乗代 雄介

グレッグのダメ日記 なんとかなるさ

『宇宙に行ったらこうだった!』　山崎 直子

比例区は「悪魔」と書くのだ、人間ども

さようならアルルカン/白い少女たち

エリック=エマニュエル・シュミット

999ひきのきょうだいのおやすみなさい

なりきりマイケルのきかんしゃりょこう

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。　続

マダム・ピリンスカとショパンの秘密

『赤いモレスキンの女』　　アントワーヌ・ローラン
『赤ちゃん寝かしつけの新常識』

ソフィア・アクセルロッド

日 本 の 文 学 ・ 小 説

中学入学を前にしたサッカー少女と、小説家
の叔父。ふたりは、コロナ禍で予定がなくなっ
た2020年の春休み、利根川沿いに徒歩で千
葉の我孫子から鹿島アントラーズの本拠地を
目指す旅に出て…。『群像』掲載を単行本化。

12/18～1/21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。

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 2月号

どのくらい上に行けば宇宙なの? ロケットの
打ち上げはどこで見ることができる? 宇宙
飛行士・山崎直子が、宇宙食、月や火星、
宇宙船や国際宇宙ステーションなど、宇宙
のことをわかりやすく紹介する。

子 育 て 支 援

本だなに見たことのない本を見つけたんだ。
その本をとりだしてみたら、中身は外国語で
字がびっしり。でも、スラスラ読めちゃう! 面
白いからひきこまれて、読み続けていくうち
に…。「うそだあ!」という話が次々と起こる!?

元住人のコナツさんの新しい彼とその子ども
とのことを心配したり、折合いが悪かった母親
が倒れたり…。いろいろあるけれど、自由に穏
やかに、キョウコは今日ものんびり幸せに暮
らしています―。「れんげ荘」シリーズ第5弾。

宇伊豆学園の図書館に存在する<地下迷宮
>。そこでは、奇書や希覯本、魔書を手に入
れるため、図書委員たちが果てなき迷宮探
索に挑み続けていた。秘密を知った高等部
の守砂尊は…。『カクヨム』掲載を加筆修正。

ある日突然、ぼくは民芸品に宿る精霊と話
せるようになった。精霊ルーは、自分勝手
でわがままでうんざりするけれど、病気の
かあさんを助けるには、ルーの力が必要で
…。「精霊人」になった少年の物語。

ノーベル賞受賞研究室のママ睡眠科学者
が、科学的根拠にもとづいて、赤ちゃんに
一晩中ぐっすり眠ってもらうポイントと、「赤
ちゃんの寝る力を引き出す睡眠トレーニン
グ」を紹介する。

赤いモレスキンの手帳を拾った書店主の男。
そこに書き連ねられた心象世界に魅せられ
た男は、わずかな手がかりを頼りに落とし主
を探しはじめるのだが…。パリを舞台にした
洒脱な大人のおとぎ話。



ぜんぶわかる消化器の事典 中島 淳 おちょやん　Part1 八津 弘幸
野球の戦い方 高見 泰範

大井 宏之 あやとり大全集 野口 とも
哀愁しんでれら 秋吉 理香子 恥ずかしい日本語 山口 謠司
相棒　season18下 輿水 泰弘 伊達 千代 小塩 隆士 辞典語辞典 見坊 行徳
花咲舞が黙ってない 池井戸 潤 読書のちから 若松 英輔 キクタントラベル台湾華語 渡邉 豊沢
浪人奉行　10ノ巻 稲葉 稔 なんでも「はじめて」大全 スチュワート・ロス
乱麻 上田 秀人
流転の果て　8 上田 秀人 こじらじ
京都スタアホテル 柏井 壽 カンマの女王 メアリ・ノリス 五十畑 弘 人生!逆転図鑑 早見 俊

地域を変えるソーシャルワーカー 朝比奈 ミカ 自治体環境行政の基礎 筑紫 圭一 ビジネスの未来 山口 周
硝子町 玻璃 これからの哲学入門 岸見 一郎 お城のすべて 三浦 正幸 決算書の読み方の基本 天野 敦之

パーフェクト・クオーツ　2 五條 瑛 ほどよい距離が見つかる本 古宮 昇 「はやぶさ2」が舞い降りた日々 的川 泰宣 中小企業の資金調達大全 塩見 哲
祈りの陰 小杉 健治 なくなったら困る100のしあわせ 松浦 弥太郎 ラジオの技術・産業の百年史 岡部 匡伸 ビジネス文章力の基本 奈良 正哉
徒然ノ冬 佐伯 泰英 お寺のどうぶつ図鑑 今井 淨圓 もう、服は買わない コートニー・カーヴァー 働き方シフト 藤村 能光
湯島ノ罠 佐伯 泰英 これが登美さんの“福吹く”暮らし 松場 登美 標準特許法 高林 龍
幼なじみ 佐伯 泰英 季節の布花標本 utopiano 文章の問題地図 上阪 徹
鬼役　31 坂岡 真 爪を塗る つめをぬるひと ブランディングデザインの教科書 西澤 明洋
小説イタリア・ルネサンス　3 塩野 七生 地形と地理でわかる古代史の謎 千田 稔 野菜の恩返し 平野 レミ 新しいパーソナルカラーの教科書 二神 弓子
お勝手のあん　3 柴田 よしき 戦国武将の土木工事 豊田 隆雄 10分でスッキリ!捨てない片づけ 中山 真由美 超・会議術 越川 慎司
後宮の烏　5 白川 紺子 大名格差 安藤 優一郎
猿兄弟の絆 鈴木 英治 『人生!逆転図鑑』 早見 俊
鯖猫長屋ふしぎ草紙　9 田牧 大和 関 眞興
大奥の縁 千野 隆司 南北戦争 小川 寛大
共謀捜査 堂場 瞬一 渋沢栄一 鹿島 茂
苦界の娘 鳥羽 亮 不思議な島旅 清水 浩史
長屋の危機 鳥羽 亮 ニューヨークで考え中　3 近藤 聡乃
夢探偵フロイト　4 内藤 了
紙風船 藤井 邦夫 『戦国武将の土木工事』 豊田 隆雄
ぼくたちの答え 椰月 美智子
天下一の粥 和田 はつ子 食料危機 井出 留美 ぶっちゃけ相続 橘 慶太
英語独習法 今井 むつみ 税金のホント 近藤 雅人
太平天国 菊池 秀明 農文協
古代マヤ文明 鈴木 真太郎 暮らしを彩る美しい牡丹と芍薬 ジェーン・イースト 須田 邦裕
新型コロナの科学 黒木 登志夫 いちばんやさしい建築基準法 基準法を考える設計者の会

脳を司る「脳」 毛内 拡 山田 幸子
日本の庭こぼれ話 龍居 竹之介 『ぶっちゃけ相続』 橘 慶太

『京都スタアホテル』 柏井 壽 アラブは、美しい。 ペン編集部 ダーシェンカ カレル・チャペック
世界を動かす変革の力 アリシア・ガーザ 手作りを楽しむ蜜ろう入門 安藤 竜二
防火・消火・耐火が一番わかる 榎本 満帆 絶滅危惧個人商店 井上 理津子
囚われし者たちの国 バズ・ドライシンガー
会計の日本史 大村 大次郎
図解SDGs入門 村上 芽
きらめく拍手の音 イギル ボラ
震災と死者 北原 糸子 文字のきほん 伊達 千代
英国の喫茶文化 クレア・マセット

るるぶ山陽山陰ベスト　'22 JTBパブリッシング 文化人類学のエッセンス 春日 直樹 成澤 広幸 奥村 シンゴ
上原かなえのペーパークラフト 上原 かなえ ストレスにはもう負けない! 小林 清香

メリット いちばんよくわかるおりがみの本 川並 知子 早引き介護のための急変時対応 家 研也
親子で学ぶ小泉八雲 宍道 正年 細野晴臣と彼らの時代 門間 雄介 パンデミック PETER MOORE

ヘンな科学 五十嵐 杏南

『親子で学ぶ小泉八雲』 宍道 正年
リッチ・コクラン

空気と人類 サム・キーン
地球に月が2つあったころ エリック・アスフォーグ 池田 義博
山の観天望気 猪熊 隆之
虫は人の鏡 養老 孟司 新宮 文明

ひと目でわかるフォントが活きるデザインの基本。

図解手指の痛み・しびれ解消事典

日本人の健康を社会科学で考える

脳がみるみる若返る脳活性おりがみ

おばあちゃんは、ぼくが介護します。

すぐ書ける確定申告　令和3年3月15日申告分

出雲のあやかしホテルに就職します　9

鳥取・島根のリーディング企業　２０２１

『これが登美さんの“福吹く”暮らし』　松場 登美

プロが教えるタイムラプス撮影の教科書

世界史を突き動かした英仏独三国志

数学で考える!世界をつくる方程式50

現代アート入門　　　　　　　　デイヴィッド・コッティントン

身近な四季の花がよくわかる便利帳

『上原かなえのペーパークラフト』　上原 かなえ

見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル　4

訴えたらむしろ負ける!!ハラスメント図鑑
土木技術者のための構造力学の基本と仕組み

農家が教えるタネ採り・タネ交換の本

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

明治23年に松江の島根県尋常中学校に英語
教師として赴任した小泉八雲(ラフカディオ・
ハーン)。その日本における生活や活動を、松
江を中心に、お父さんと子どもの会話形式で
紹介する。イラストや写真も多数掲載。

健 康 長 寿

法 律 情 報

老舗ホテル「京都スタアホテル」の自慢はフ
レンチから鮨まで、全部で12もある多彩な
レストランの数々。レストランバーの支配人
を務める北大路直哉は、今宵も様々な迷い
を抱えるお客様たちを出迎える―。

相続専門YouTuber税理士が、相続にまつ
わる法律や税金の基礎知識から、相続争い
の裁判例や税務調査の勘所といった深い
部分まで解説する。巻末に相続対策シート、
お悩み別索引付き。民法改正に完全対応。

陣城造りの名手だった織田信長、鉱山開発
を援助して銀を軍用活用した毛利元就、山
国出身なのに港湾整備に成功した武田信玄
…。「経済力」「軍事力」「領国における支配
力」の視点から、戦国武将の強さを読み解く。

望まぬ廃業から華麗な転身を遂げた徳川夢声、
2度も倒産しながら自動車王となったフォード、
65歳からの起業で世界的チェーン店をつくった
実業家…。荒波に呑み込まれながらも、成功を
つかんだ32人の生き方を紹介する。

歴 史 ・ 地 理

お正月の椿のつるし飾り、じゃばらの七夕
飾り、クリスマスツリーの編み飾り…。季節
の飾りやインテリア、こものなど、かんたん
なのにアーティスティックなペーパークラフト
62点を紹介。実物大の型紙も掲載する。

総 記 ・ 哲 学

竹のワインラック、浴室の薪ストーブ、火鉢と
鉄びん…。アパレルブランド「群言堂」のデザイ
ナーで、古民家を再生した宿「他郷阿部家」の
女将でもある著者が、他郷阿部家や自身の
暮らしの中から愛着のあるものを紹介する。


