
くらしをくらべる戦前・戦中・戦後　1 古舘 明廣 いただきます。ごちそうさま。 あさの あつこ
郷土の発展につくした先人　5 北 俊夫 つるの家 安房 直子
車いすで国会へ 舩後 靖彦 すきなことにがてなこと 新井 洋行
未来からの伝言 那須田 淳 ひばりに 内田 麟太郎
ふつうに生きるって何? 井手 英策 リアスのうみべ さんてつがゆく 宇部 京子
鳥になった恐竜の図鑑 真鍋 真 もぐらどろぼう 桂 文我
ミクロワールド　1～5 かくれみの 川村 たかし
日本の固有種　3 今泉 忠明 カマラ・ハリス ニッキ・グリムズ
日本のチョウ大図鑑　2 福田 晴男 はるのひ 小池 アミイゴ
夢の発電って、なんだろう? 森川 成美 かなしみのぼうけん 近藤 薫美子 ジャックポット 筒井 康隆
水とトイレがなかったら? 石崎 洋司 みち さいとう しのぶ 鳴かずのカッコウ 手嶋 龍一
気温が1度上がると、どうなるの? K.S.シュライバー はずかしかったらやってみて! 鬼人幻燈抄　6 中西 モトオ
はじめてのファッション　2 木本 晴美 水がすきじゃなかったアヒル スティーブ・スモール 隅田川心中 赤松 利市 ムーンライト・イン 中島 京子
おすしやさんにいらっしゃい! おかだ だいすけ おおきなキャンドル馬車にのせ たむら しげる 馬疫 茜 灯里 広告の会社、作りました 中村 航
はじめての旬やさいレシピ　夏～冬 新谷 友里江 ナナはセラピードッグ ジュリア・ドナルドソン あなたも名探偵 市川 憂人 幕間のモノローグ 長岡 弘樹
うねゆたかの田んぼの絵本　3 宇根 豊 利生の人 天津 佳之 激震 西村 健
和食のだしは海のめぐみ　3 阿部 秀樹 鍋田 敬子 草原のサーカス 彩瀬 まる 悪の芽 貫井 徳郎
日本の伝統文様をさがそう　2 熊谷 博人 だんごどっこいしょ 二宮 由紀子 9月9日9時9分 一木 けい いわいごと 畠中 恵
万葉の旅うた 上野 誠 おおきいのちいさいの ふくだ じゅんこ 雨と短銃 伊吹 亜門 君の心を読ませて 浜口 倫太郎

地球のことをおしえてあげる ソフィー・ブラッコール 田中家の三十二万石 岩井 三四二 うしろむき夕食店 冬森 灯

『水とトイレがなかったら?』 石崎 洋司 ヘビと船長 ふしみ みさを 恋に焦がれたブルー 宇山 佳佑 オムニバス 誉田 哲也
ちいさなライオン ジャック・プレヴェール 再建の神様 江上 剛 卑弥呼とよばれた少女 森山 光太郎
もしかして… クリス・ホートン 和菓子迷宮をぐるぐると 太田 忠司 山の人魚と虚ろの王 山尾 悠子
そばにいるよ スムリティ・ホールズ 気がつけば地獄 岡部 えつ 湯どうふ牡丹雪 山本 一力
あいうえおのほん まつい  のりこ 灰の劇場 恩田 陸 血も涙もある 山田 詠美
会いたくて会いたくて 室井 滋 代理母、はじめました 垣谷 美雨

三毛猫ホームズの古時計 赤川 次郎 かきやまぶし もとした いづみ ヴィンテージガール 川瀬 七緒 『鳴かずのカッコウ』 手嶋 龍一
わたしの気になるあの子 朝比奈 蓉子 アンパンマンとちくりん やなせ たかし リリアン 岸 政彦
オンライン!　21 雨蛙ミドリ クマとこぐまのコンサート デイビッド・リッチフィールド ウィーン近郊 黒川 創
6年1組黒魔女さんが通る!!　13 石崎 洋司 走れ、若き五右衛門 小嵐 九八郎
ようかいとりものちょう乙　13 大崎 悌造 『はるのひ』 小池 アミイゴ 大義 今野 敏
ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き 北川 佳奈 心臓に針を 佐伯 琴子
青の読み手 小森 香折
Mガールズ 濱野 京子 桜木 紫乃
猫町ふしぎ事件簿　2 廣嶋 玲子 小説火の鳥　大地編 上・下 手塚 治虫
まじょのナニーさん　7 藤 真知子 帝国の弔砲 佐々木 譲 明けゆく毎日を最後の日と思え 玉村 豊男
でんごんゲーム 宮下 すずか テスカトリポカ 佐藤 究 しつこくわるい食べもの 千早 茜

日蓮 佐藤 賢一 Go Toマリコ 林 真理子
令丈 ヒロ子 階層樹海 椎名 誠 歴史探偵忘れ残りの記 半藤 一利

はろるどのサーカス クロケット・ジョンソン 平安男子の元気な!生活 川村 裕子 ヴィクトリアン・ホテル 下村 敦史 噓かまことか 平岩 弓枝
わたしが鳥になる日 はじめてのニュース・リテラシー 白戸 圭一 168時間の奇跡 新堂 冬樹 作家と猫 平凡社編集部

明日、学校へ行きたくない 茂木 健一郎 君と、君がいる彼方 末浦 広海 ワンさぶ子の怠惰な冒険 宮下 奈都

『青の読み手』 小森 香折 櫓太鼓がきこえる 鈴村 ふみ これで暮らす 群 ようこ
朝霧 カフカ 麦本三歩の好きなもの　第2集 住野 よる 老いる意味 森村 誠一

夜叉神川 安東 みきえ その扉をたたく音 瀬尾 まいこ 老親友のナイショ文 瀬戸内 寂聴
詩人になりたいわたしX エリザベス・アセヴェド 傷痕のメッセージ 知念 実希人 わたしが行ったさびしい町 松浦 寿輝
はじまりの24時間書店 ロビン・スローン 或るギリシア棺の謎 柄刀 一 母親を失うということ 岡田 尊司

『平安男子の元気な!生活』 川村 裕子 『櫓太鼓がきこえる』 鈴村 ふみ 『作家と猫』 平凡社編集部

中田 馨
こどもおうちあそび大全 横山 洋子

子どものイヤイヤこんなときどうする?100のヒント

文豪ストレイドッグスSTORM BRINGER

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー

妖怪コンビニで、バイトはじめました。

なっちゃんがちっちゃかったころのおはなし

オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ

NHK「ミクロワールド」制作班

サンディ・スターク‐マギニス

日 本 の 文 学 ・ 小 説

弱小相撲部屋に呼出見習いとして入門した17
歳の篤。実家を出たいがため、志もないままこ
の道を選んだが、力士たちの挑戦や葛藤に立
ち会ううち、「呼出」という仕事の喜びに目覚め
ていき…。『小説すばる』掲載を加筆・修正。

2/19～3/24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

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 4月号

蛇口から水が出る。家にシャワートイレが
ある。これって、ふつうじゃないの? 春樹は
タイムマシンで、むかしの世界中の都市の
水とトイレをめぐる旅に出かけ…。物語をと
おして、SDGsのことをわかりやすく伝える。

子 育 て 支 援

ことくんがお父さんの畑でお手伝いをしてい
ると、森のむこうに煙がのぼるのが見えま
した。ことくんはお父さんに「あの煙を見に
行っていいかな」と聞くと…。男の子の小さ
な冒険を描く、詩情豊かな絵本。

ヒトなし、カネなし、武器もなし! 最小で弱小
の情報機関・公安調査庁に迷いこんだマン
ガ大好きオタク青年が、国際諜報戦争で大
金星!? 脱力系インテリジェンス小説。
『STORY BOX』連載を加筆修正し単行本化。

修道院から本を盗む仕事をひきうけた少年ノ
ア。それは、選ばれし者だけが読むことので
きる魔法の本だった。囚われの王女や、人
語を話すネズミと出会う冒険の行方は? 一冊
の本をめぐり紡がれる長編ファンタジー。

まったりと優雅なイメージがある、平安貴族
の男子たち。じつはハードワークな元祖ビ
ジネスパーソンだった!? 意外とアクティブな、
千年前の男子たちの生活エピソード集。

タマは仕事部屋の前にきちんと坐って、蛇
をくわえたまま待っている-。猫を愛する作
家のエピソード集。夏目漱石、谷崎潤一郎、
石井桃子、中島らも、水木しげるら49人に
よるエッセイ、マンガ、写真などを収録する。



家は生態系 ロブ・ダン 最大効果のウォーキング 中野 ジェームズ修一
道草の解剖図鑑 金田 初代 キャンプと楽しむ釣り入門 つり人社書籍編集部
かぐわしき植物たちの秘密 田中 修 東大ナゾトレ　SEASON2第6巻 松丸 亮吾

立つ鳥の舞 今村 翔吾 竹島VS独島 下條 正男 庭や街で愛でる野鳥の本 大橋 弘一 周りの9割が味方に変わる話し方 浅沼 道郎
わるじい慈剣帖　5 風野 真知雄 ゆたかさのしてん 木田 悟史 ドクターうえしまの塩切り奮闘記 上島 弘嗣 戦前尖端語辞典 平山 亜佐子
生きてこそ 小杉 健治 るるぶ びじゅチューン!の旅 JTBパブリッシング 最新インプラント治療 覚本 貴仁 なぜか惹かれる言葉のつくりかた 能勢 邦子
失意ノ方 佐伯 泰英 ヒマチの嬢王　８ 茅原　クレセ 「メンタル弱い」が一瞬で変わる本 片田 智也
白鶴ノ紅 佐伯 泰英
祇園会 佐伯 泰英 『ゆたかさのしてん』 木田 悟史
超短編!大どんでん返し 小学館文庫編集部 最新AI・デジタル業界大研究 AI・デジタル産業研究会

あきない世傳金と銀　10 高田 郁 Jw_cad 8逆引きハンドブック Obra Club 働く女子の仕事力アップTips大全 SHE
新・入り婿侍商い帖　遠島の罠 3 千野 隆司 図説世界地下名所百科 クリス・フィッチ SDGsのすごい会社 川田 精一
薬屋のひとりごと　10 日向 夏 自分らしく暮らす人の「家時間」 主婦の友社 仕事と介護の両立 池田 心豪
最後の晩ごはん　15 椹野 道流 お金の使い方テク 内山 貴博 オンライン採用 伊達 洋駆
青葉雨　3 藤原 緋沙子 春夏美しい大人の編みもの ブティック社 ドラッカーの教え見るだけノート 藤屋 伸二
アンナの土星 益田 ミリ 子ども服の教科書 清松 加奈子 イチバンやさしい簿記入門 南 伸一
特等添乗員αの難事件　6 松岡 圭祐 作家の手料理 秋山 十三子 365日#Tシャツ起業家 秋元 里奈
満月珈琲店の星詠み　2 望月 麻衣 炎上する社会 吉野 ヒロ子 野菜のおかず 日本調理科学会 トヨタの日常管理板 OJTソリューションズ
花人始末 和田 はつ子 日本の図書館建築 五十嵐 太郎 カフェのお菓子 毛 宣惠 食の商品開発 内田 雅昭
遠足はたまごサンド 渡辺 淳子 本屋と図書館の間にあるもの 伊藤 清彦 おかあさんの扉　10 伊藤 理佐 デザイン大全 尾沢 早飛
世をへだてて 庄野 潤三 池上彰と考える「死」とは何だろう 池上 彰
マハラジャの葬列 アビール・ムカジー 魂にふれる 若松 英輔 『図説世界地下名所百科』 クリス・フィッチ 『365日#Tシャツ起業家』 秋元 里奈
プライバシーという権利 宮下 紘 1分間思考法 小川 仁志
花粉症と人類 小塩 海平 どうして、わたしはわたしなの? トミ・ウンゲラー
ヒンドゥー教10講 赤松 明彦 仏教百人一首 大角 修
現代民主主義 山本 圭 日本の装束解剖図鑑 八條 忠基
日本の歴史的建造物 光井 渉 マンガでわかる災害の日本史 磯田 道史
男が介護する 津止 正敏 江戸移住のすすめ 冨岡 一成

傑物が変えた世界史　上・下 アラン・ドゥコー

『遠足はたまごサンド』 渡辺 淳子 山旅ときめき紀行 渡辺 国男
小さい農業で暮らすコツ 新藤 洋一 マンガまるわかり著作権 齋藤 理央
最新日本の農業図鑑 八木 宏典 債権回収のことならこの1冊 石原 豊昭
自然菜園で育てる健康野菜 新田 穂高 生の年金・死の年金 三村 正夫

民主主義を信じる 宇野 重規 野菜も人も畑で育つ 萩原 紀行 ハラスメント大全 野原 蓉子
約束の地　上・下 バラク・オバマ 庭木の「困った!」解決ナビ 船越 亮二 不動産のしくみがわかる本 中山 聡
立退料の決め方 横山 正夫 多肉植物サボテン 山城 智洋
損する言い方得する言い方 谷 厚志 竹の文化誌 スザンヌ・ルーカス
福島モノローグ いとう せいこう 「がもよんモデル」の秘密 和田 欣也

もう死んでいる十二人の女たちと パク ソルメ だから、みんなちがっていい 高濱 正伸 買い物ゼロ秒時代の未来地図 望月 智之
クララとお日さま カズオ・イシグロ 図説英国王室の食卓史 スーザン・グルーム 紙の上のタイムトラベル 松本 典久 市村 幸美
アメリカン・スパイ ローレン・ウィルキンソン 墓じまい・改葬ハンドブック 大橋 理宏 おひとりさま介護 村田 くみ
丸い地球のどこかの曲がり角で ローレン・グロフ 民謡とは何か? 島添 貴美子 家族のための認知症ケア 繁田 雅弘
父を撃った12の銃弾 ハンナ・ティンティ 交差する辺野古 熊本 博之
消失の惑星(ほし) ジュリア・フィリップス フンフーンハミング 青巳　はなね 『おひとりさま介護』 村田 くみ
ロンリーハート・4122 コリン・ワトソン カラーボールペン画入門 オガワ ヒロシ
大群 ジャン・ジオノ 桜旅 谷角 靖
グレゴワールと老書店主 マルク・ロジェ おうちで楽しむ科学実験図鑑 尾嶋 好美 イラストでわかる日本の甲冑 渡辺 信吾

物理学者のすごい思考法 橋本 幸士 ミニチュアひなまつり 大野 幸子
ガブリ・ローデナス 世界史は化学でできている 左巻 健男 緊急事態宣言の夜に さだ まさし

チェルノブイリの祈り 天体観測に魅せられた人たち エミリー・レヴェック 大河ドラマの黄金時代 春日 太一

『クララとお日さま』 カズオ・イシグロ 『桜旅』 谷角 靖

安保 雅博

もの忘れ予防の会
脳がイキイキ!折り紙手芸 岡田 郁子

脳活ドリル漢字が出てこなくなったときに読む本

家でも外でも転ばない体を2カ月でつくる!

つまずかない「認知症ケア」の基本

『世界史は化学でできている』　左巻 健男

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ

おばあちゃん、青い自転車で世界に出逢う

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

健 康 長 寿

法 律 情 報

人工知能を搭載したロボットのクララは、病
弱の少女ジョジーと出会い、やがて2人は
友情を育んでいく。愛とは? 知性とは? 家族
とは? 生きることの意味を問う感動作。

「遠足のお弁当は、たまごサンドとハムサン
ド!」 生まれながら心臓に病を抱えている聖
也は手術を決意、入院したが、そこには思い
がけないサプライズが…。星空病院の名誉
院長がおいしい料理で奇跡を起こす全4話。

火の発見とエネルギー革命、歴史を変えた
ビール・ワイン・蒸留酒、金・銀への欲望、石油
に浮かぶ文明、ドラッグの魔力、化学兵器と核
兵器…。化学の成果がどのように歴史に影響
を与えてきたのか、その光と闇を紹介する。

仕事と介護、どう両立させたらいいの? アラ
フォーおひとりさま記者に突然降りかかった親
の介護。実体験と介護情報を盛り込んだリア
ルな介護入門書。介護保険の基本、訪問介護
事業者を選ぶときのチェックリストの資料付き。

「何もないことを、プラスに」「建築で価値を
生み出していく」など、8つのテーマで、自分
なりの視点と価値観をもって鳥取での暮ら
しを創造している人たちを紹介する。これか
らの生き方や暮らし方のヒント。

25歳でIT企業を退職し、消費者と生産者を
直接つなぐオンライン直売所「食べチョク」
を設立。一次産業の変革に挑む起業家の
思考法に迫る。Tシャツ起業家のQ&A、生
産者のインタビューも収録。

桜の花は1年にたった2-3日の命といわれ、
見事だが非常に短命。だからこそ昔から
人々の心を惹きつけてきた-。「一本桜」「山
桜」「歴史的建造物と桜」「夜桜」などの章に
分けて、桜の写真を収録する。

ユカタンのセノーテ、秦の始皇帝陵、近代ロ
ンドン地下鉄、ロサンゼルス・トンネル…。自
然の神秘から古代遺跡、現代のインフラま
で、世界中の地下の魅力とその成り立ちを、
地図・写真とともに紹介する。


