
ウィルとはるのおきゃくさん リンダ・アシュマン
鈴木 朋子 私の名前は宗谷本線 荒尾 美知子

ピラミッドのサバイバル　4 洪 在徹 なまはげ 池田 まき子
渋沢栄一 大石 学 とっています 市原 淳
渋沢栄一と一万円札物語 オフィス303 たぬきのおまじない おおなり 修司
絶景のふしぎ100 佐野 充 みえないこいぬぽっち ワンダ・ガアグ
こども衛生学 宮崎 美砂子 ぼくしごとにいくんだ 角野 栄子
新型コロナがやってきた ポール・ド・リヴロン おにのおふろや 苅田 澄子
防災にも役立つ!川のしくみ 川上 真哉 こぐまとブランケット L.J.R.ケリー
和食のだしは海のめぐみ　2 阿部 秀樹 あの子たち! M.B.ゴフスタイン 睦家四姉妹図 藤谷 治
響け、希望の音 田中 宏和 どろぼうねこのおやぶんさん 小松 申尚 終わりの歌が聴こえる 本城 雅人
万葉の恋うた 上野 誠 それでも、陽は昇る 真山 仁

『こぐまとブランケット』 L.J.R.ケリー 源氏物語花筐 岸本 久美子 フシギ 真梨 幸子

『万葉の恋うた』 上野 誠 イグジット 相場 英雄 ワンダフル・ライフ 丸山 正樹
書店員と二つの罪 碧野 圭 イノセント・ツーリング 湊 ナオ
鼠、十手を預かる 赤川 次郎 公孫龍　巻1 宮城谷 昌光
ばあさんは15歳 阿川 佐和子 商店街のジャンクション 村木 美涼
不可逆少年 五十嵐 律人 アンブレイカブル 柳 広司

パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田 ケイコ 飛石を渡れば 一色 さゆり わんダフル・デイズ 横関 大
わたしのあのこあのこのわたし 岩瀬 成子 カラフルデイズ しまだ ようこ ヘーゼルの密書 上田 早夕里 ぜにざむらい 吉川 永青
リトル☆バレリーナ　2 工藤 純子 ほらぴったり ナオミ・ジョーンズ アクティベイター 冲方 丁
しかくいまち 戸森 しるこ うしとざん 高畠 那生 擬傷の鳥はつかまらない 荻堂 顕 『わんダフル・デイズ』 横関 大
食虫植物ジャングル 萩原 弓佳 みたらみられた たけがみ たえ 老婦人マリアンヌ鈴木の部屋 荻野 アンナ
初恋は知っている　砂原編 藤本 ひとみ ぼく、うしになる 中川 ひろたか 母影 尾崎 世界観
はっぴょう会への道 山本 悦子 天使と悪魔のシネマ 小野寺 史宜
なぞのおばけめいろ 吉田 純子 キース・ネグレー 水葬 鏑木 蓮
動物探偵ミア 犯人はほかにいる! ダイアナ・キンプトン わたしはだれ? ノーブスミー コンジュジ 木崎 みつ子
ぼくはおじいちゃんと戦争した ロバート・K.スミス ははのれんあい 窪 美澄

『ほらぴったり』 ナオミ・ジョーンズ おれたちの歌をうたえ 呉 勝浩

『しかくいまち』 戸森 しるこ 野望の屍 佐江 衆一
花は散っても 坂井 希久子 だいちょうことばめぐり 朝吹 真理子
あと十五秒で死ぬ 榊林 銘 グリーンピースの秘密 小川 糸
天下一のへりくつ者 佐々木 功 大阪 岸 政彦
料理なんて愛なんて 佐々木 愛

とらきちのぼうけん 間 宙地 国道食堂　2nd season 小路 幸也 『グリーンピースの秘密』 小川 糸
かける はらぺこめがね 猫沼 笙野 頼子

小隊 砂川 文次
平田 昌広 あなたがはいというから 谷川 直子

女の子はどう生きるか 上野 千鶴子 マーシャとくま 武鹿 悦子 十年後の恋 辻 仁成
値段がわかれば社会がわかる 徳田 賢二 バジとあかいボール 松丘 コウ ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな
高校生からの韓国語入門 稲川 右樹 もじをよむのがにがてなんです 柳家 花緑 刑事の枷 堂場 瞬一
14歳からの精神医学 宮田 雄吾 こけももむらのゆうびんやさん よこた あきこ 小説秋月鶴山 童門 冬二
エチュード春一番　第2曲 荻原 規子 ねこざかな わたなべ ゆういち 紅蓮の雪 遠田 潤子
Re:ゼロから始める異世界生活　25 長月 達平 源氏五十五帖 夏山 かほる 石を放つとき ローレンス・ブロック
オン・ザ・カム・アップ アンジー・トーマス 『かける』 はらぺこめがね ヘルメースの審判 楡 周平 恋するアダム イアン・マキューアン
ドリトル先生のキャラバン ヒュー・ロフティング 転職の魔王様 額賀 澪 炎と血　2 ジョージ・R.R.マーティン

怪盗ルパンさまよう死神 モーリス・ルブラン 鬼哭の銃弾 深町 秋生 テナント バーナード・マラマッド

『14歳からの精神医学』 宮田 雄吾 『転職の魔王様』 額賀 澪

あかちゃんからのかぞくの医学 本間 真二郎

クイズでわかる小学生からのネットのルール

せかいでさいしょにズボンをはいた女の子

ことばたんてい きょうふのばらばらじけん

『テナント』　　　　　　　　　バーナード・マラマッド

日 本 の 文 学 ・ 小 説

大卒で入社した大手広告代理店でパワハラに
遭い、3年たたずに退職してしまった未谷千晴。
叔母が経営する人材紹介会社を活用しながら
転職活動をすると、「転職の魔王様」という異名
を持つ凄腕キャリアアドバイザーに出会い…。

1/22～2/18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 3月号

日本でいちばん古い和歌集「万葉集」の世
界を叙情ゆたかに描いた、小学生から楽し
める万葉集の絵本。万葉びとの暮らしぶり
や、恋ごころを詠んだ歌の意味・背景も、
絵・写真とともにわかりやすく解説する。

子 育 て 支 援

少年とくまのぬいぐるみとブランケットは、ど
んな時も一緒だった。しかし、ふとしたことで
離れ離れになってしまう。こぐまとブランケッ
トは、再会を夢見て旅に出る-。大切なおも
ちゃの「その後」を描いた物語。

1970年冬のニューヨーク。立ち退きを迫られ
ながら、新作完成まではと居座るユダヤ系作
家レサーはたったひとりの住人…のはずが、
空き部屋で誰かが書いている!? 黒人ウィリー
との物書き同士の凄惨な対決がはじまる。

お利口に職務を全うする盲導犬たちの姿を
通して見えてくる、人間たちの悩み、噓、そ
して罪。「ルパンの娘」の著者が贈るハート
ウォーミングミステリ。『wonderful Story』掲
載を加筆修正し、書き下ろしを追加。

その町には、しかくいひとが住んでいます。
しかくいひとたちには口がなく、言葉を話さ
ず、うれしいとか、かなしいとか、そういう
「気持ち」がほとんどないのです。ある日、
その町に1人の男の子が流れつき…。

摂食障害、うつ病、統合失調症から、不登校や
リストカットまで、様々な心の病気をストーリー
形式で紹介した悩む若者のための入門書。心
の病気に陥りにくくする方法も教えます。「神経
発達症(発達障害)」等の章を加えた新版。

ベルリンで暮らし初めて1年。冬には友人と
温泉で新年会をしたり、家で味噌を仕込ん
だり。短い夏には美味しい味と素敵な出会
いを求めて、リトアニアとポーランドへ…。四
季折々の暮らしを綴ったエッセイ。

まるといっしょに遊ぶのが大好きなさんかく。
だけど、ときどきなんだかへん! さんかくは、
おなじ形の仲間を探す旅に出た。自分の
ぴったり、どこにある? 「おなじ」も「ちがう」も
どちらも楽しい、ともだちさがしの絵本。

ケチャップ、ちゅるるるるー。おしょうゆ、ちょ
ろちょろぴゃっぴゃっ。「かける」はおいしくな
る魔法! 食べものに何かを「かける」ことを
テーマにした、シズル感たっぷりの絵本。



学校図書館をハックする クリスティーナ・A.ホルズワイス

アーカイブの思想 根本 彰
1行書くだけ日記 伊藤 羊一

霧にたたずむ花嫁 赤川 次郎 お金は「教養」で儲けなさい 加谷 珪一 そこに工場があるかぎり 小川 洋子 ITパスポート最速合格術 西 俊明
百年の仇 井川 香四郎 ハック大学式最強の仕事術 ぺそ 水の大陸アジア スニール・アムリス VUCA時代に挑む中小企業 大西 正曹
珈琲屋の人々　4 池永 陽 神々と人間のエジプト神話 大城 道則 名画を見上げる Catherine McCorma 実践Q&Aコストダウンのはなし 吉田 栄介
男気 稲葉 稔 日本の神様と神社 歴史民俗探究会 モルトウイスキー・コンパニオン マイケル・ジャクソン 介護事業のためのBCP入門 サンタフェ総合研究所

惣目付臨検仕る 抵抗 上田 秀人 世界のピラミッドWonderland 河江 肖剰 クローゼットの引き算 金子 由紀子 「技術士試験」勉強法 鳥居 直也
勘定侍柳生真剣勝負　3 上田 秀人 日本はこうしてつくられた 安部 龍太郎
ひとでちゃんに殺される 片岡 翔 災害と生きる中世 水野 章二 主婦の友社 イカロス出版
旅路の果てに 喜安 幸夫 昭和遺産へ、巡礼1703景 平山 雄 花のちりめん細工とつるし飾り 矢島 佳津美 ネットショップ運営攻略大全 竹内 謙礼
口封じ 小杉 健治 トルコの人がみんな親切だった話 野宮 レナ 極上のおうちラーメン 高梨 樹一 セールスコピー大全 大橋 一慶
三つ巴 佐伯 泰英 続くお弁当 夏梅 美智子 安心・安全を伝えるデザイン パイインターナショナル

小説イタリア・ルネサンス　4 塩野 七生 こどものおいしいおべんとう フルタニ マサエ
宝の船 篠 綾子 THEシンプル焼き菓子 藤野 貴子 『セールスコピー大全』 大橋 一慶
短編宇宙 集英社文庫編集部 2040年の未来予測 成毛 眞 がぶのみコーヒーの日々 浜崎 寛和
松葉の想い出 知野 みさき サフラジェット デイヴィッド・ロバーツ
乱れ雲 辻堂 魁 紙幣と旅する 高 康治
時効の果て 堂場 瞬一 民主主義のための社会保障 香取 照幸
剣鬼斬り 鳥羽 亮 スマホで子どもが騙される 佐々木 成三
かなたの雲 中島 久枝 日本赤十字社と皇室 小菅 信子
脳科学捜査官真田夏希　7・8 鳴神 響一 災害特派員 三浦 英之
友の友は友だ 野口 卓
椿平九郎留守居秘録　　1 早見 俊 上松 恵理子 落語でわかる「民法」入門 森 章太
サンドの女 原田 ひ香 年金のきほん 清水 典子
秘された布石 氷月 葵 現代マナー・作法の会 職場六法 岩出 誠
罠 深木 章子 365日、暮らしのこよみ 井上 象英 連作でよく育つ野菜づくり 木嶋 利男
ブロードキャスト 湊 かなえ キッチンからはじめる再生栽培 原 由紀子
名探偵ぶたぶた 矢崎 存美 『365日、暮らしのこよみ』 井上 象英 犬と一緒に生き残る防災BOOK 犬防災編集部
みんなのナポリタン 山口 恵以子 作り置きで簡単!犬の健康ごはん 須崎 恭彦 心不全 小室 一成
人之彼岸 郝 景芳 ウマの博物図鑑 デビー・バズビー 父と娘の認知症日記 長谷川 和夫
白が5なら、黒は3 ジョン・ヴァーチャー 松の文化誌 ローラ・メイソン 命の時間 松野 正寿
江戸問答 田中 優子
晩年のカント 中島 義道 日野 佳恵子 『父と娘の認知症日記』 長谷川 和夫
現代音楽史 沼野 雄司 江戸時代の瀬戸内海交通 倉地 克直
英文法再入門 澤井 康佑

『サンドの女』 原田 ひ香 イラストでわかる科学の教養365 千葉 和義
松井冬子 八柳 サエ

山本 昌宏 366日風景画をめぐる旅 海野 弘
藤井旭の星座をさがそう 藤井 旭 日本の色 コロナ・ブックス編集部

学名の秘密 スティーヴン・B.ハード エルヴィス・コステロ自伝 エルヴィス・コステロ
八ケ岳の野鳥に逢いにきました。 柳生 博 桜庭一樹のシネマ桜吹雪 桜庭 一樹
最高の1分足もみ 和智 惠子 生らくごのススメ! 広瀬 和生 斉藤 道雄
人類は感染症とともに生きていく ミーラ・センティリンガム サイクリング解剖学 シャノン・ソヴンダル

アルパインクライミング 保科 雅則
出雲国を彩るかざり 松江歴史館 照山 裕子 西洋アンティーク・ボードゲーム エイドリアン・セビル

お手軽気血ごはん 瀬戸 佳子 ぼくらの瞬間英作文 竹内 智則 渋沢栄一逆境を生き抜く言葉 渋沢 栄一
松尾 陽吉 樅ノ木は残った　上・中・下 山本 周五郎

松本 哲哉 鹿野 晴夫
松尾 茂 桂 文我

『藤井旭の星座をさがそう』 藤井 旭 あかねいろの童話集 アンドリュー・ラング
それから 夏目 漱石
よみきかせ日本の昔ばなし 柳田 国男

リブロワークス 杉並児童合唱団 ほか

Google Meet基本&便利技 リンクアップ 聴く、名作文学～朗読～ベスト 芥川 龍之介 ほか

ふるさとの思い出写真集 明治大正昭和 鳥取

ふるさとの思い出写真集 明治大正昭和 米子

ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる

青春のハーモニー卒業ソングベスト

高齢者のための健康レクリエーション

文系のためのめっちゃやさしい三角関数

女性たちが見ている10年後の消費社会

名作で学ぶフランス語音読トレーニング

『桜庭一樹のシネマ桜吹雪』　桜庭 一樹

農業ビジネスveggie　vol.32(2021冬号)

桂文我上方落語全集　第一巻　上・下

『そこに工場があるかぎり』　小川 洋子

今すぐ使えるかんたんインターネット&メール

最新困ったときにすぐひけるマナー大事典

小学校にオンライン教育がやってきた!

福祉現場のための感染症対策入門

免疫力を高めてウイルスを遠ざける7秒うがい

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

文 庫 ・ 新 書 技 術 ・ 家 庭

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学

郷 土

健 康 長 寿

法 律 情 報

新 着 Ｃ Ｄ

美人三姉妹が営む「三人屋」は、三女の就職
を機に業務転換。次女が朝から昼時まで売る
自家製の玉子サンドがおいしいと大評判にな
り…。三姉妹が織りなす、ちょっぴりほろ苦人
情ドラマ。『Webジェイ・ノベル』掲載を文庫化。

星座は大昔の人びとが夜空に描いた、すばらし
い絵巻物の世界。星座の姿が実際に夜空で見
つけだせるよう、各季節ごとに見つけだしたい星
座の写真、美しい星座絵の描かれた古星図を
紹介。さらに、各星座について詳細に解説する。

誰もが無関係ではいられない「認知症」に
家族として、どう向き合っていくか―。認知
症専門医で自身も認知症になった父親との
歩みを振り返る。人生100年時代に、認知
症とともに心豊かに生きるヒントが満載。

暦は、自然からの教訓が詰まったメッセー
ジボード。日本最高峰の暦研究家・井上象
英が、365日の日本の伝統行事と風習を美
しい四季とともに綴る。「象英流」生き方の
ヒント付き。

売れるアイデアの考え方からターゲット別
「ドンピシャ訴求」の作り方、キャッチコピー
の表現法、広告効果を高める心理テクニッ
クまで、セールスコピーの作り方を具体的
に伝授。売れるコピーのコツ100選も収録。

映画を観ると、知らない国の文化やそこで生き
る生身の人たちのことを知ることができるし、自
分と同じ思いを持つ人たちをみつけられる―。
桜庭一樹が本当に面白いと思った映画を語る。
『キネマ旬報』『週刊文春』連載を書籍化。

国内唯一の競技用ボート、ベビーカー、大人
の色鉛筆…。日本の繊細でユニークなものづ
くりの愛おしさと本質、携わる人々の思いを
伝える珠玉の工場見学エッセイ。山口硝子製
作所、桑野造船など全6社の訪問記を収録。


