
小学生のずかん 瀧 靖之 笑顔が守った命 あいはら ひろゆき
調べる学習子ども年鑑　2021 朝日小学生新聞 どうしたらうまくできる? NHK Eテレ「u & i」制作班

ワンちゃんパンちゃん論語日記 斉藤 洋 わらいのひみつ おおの こうへい
郷土の発展につくした先人　1～3 北 俊夫 おねぼうさんはだあれ? 片山 令子
北里柴三郎 たから しげる かえるのごほうび 木島 始
こども地政学 船橋 洋一 まだまだまだまだ 五味 太郎
お金が動かす世界 関 和之 クマとオオカミ ダニエル・サルミエリ
命をつなぐ防災　2 舩木 伸江
防災のサバイバル 国崎 信江 すとう あさえ
ざんこく探偵の生きもの事件簿 一日一種 あなたのすてきなところはね 玉置 永吉 共謀小説家 蛭田 亜紗子
小さな小さなウイルスの大きなはなし 伊沢 尚子 ねじまきバス たむら しげる きみの傷跡 藤野 恵美
じぶんでよめるしょくぶつずかん 成美堂出版編集部著 めがねがね tupera tupera 泡 松家 仁之
帆船軍艦 スティーブン・ビースティー モルモットのちゃもとけだまーず なかや みわ 泳ぐ者 青山 文平 ドキュメント 湊 かなえ
お菓子はすごい! 柴田書店 かいぞくタコせんちょう 二宮 由紀子 居酒屋ぼったくり　おかわり!2 秋川 滝美 魂手形 宮部 みゆき
おもしろ樹木図鑑 林 将之 にんにん!さすけまる ねこまき 正欲 朝井 リョウ 前夜 森 晶麿
図工が楽しくなる 鳥居 志帆 10かいだてのまほうつかいのおしろ のはな はるか 花下に舞う あさの あつこ 青い孤島 森沢 明夫
だじゃれことわじゃ ななもり さちこ 救急患者X 麻生 幾 きみがいた世界は完璧でした、が 渡辺 優

ふくざわ ゆみこ 方丈平家物語 伊藤 俊也 翻訳と文学 佐藤=ロスベアグ・ナナ

『こども地政学』 船橋 洋一 はしごしゃののびるくん 正高 もとこ 覇王の神殿(ごうどの) 伊東 潤 物語のものがたり 梨木 香歩
まってました もとした いづみ 小さな神たちの祭り 内館 牧子 児童文学の中の家 深井 せつ子
ドガさんをおいかけて エヴァ・モンタナーリ 南紀殺人事件 内田 康夫 乱歩とモダン東京 藤井 淑禎
ぐん太 夢枕 獏 道連れ彦輔居直り道中 逢坂 剛 自由律俳句と詩人の俳句 樽見 博
にげてさがして ヨシタケ シンスケ 本日も晴天なり 梶 よう子 シルバー川柳　明日があるさ編 みやぎシルバーネット

ポケットはん 令丈 ヒロ子 迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本 惟 いつかどこかで 谷川 俊太郎
1ねん1くみの女王さま いとう みく チンギス紀　10 北方 謙三
世界一クラブ　11 大空 なつき 『まだまだまだまだ』 五味 太郎 天の川の舟乗り 北山 猛邦 『青い孤島』 森沢 明夫
おもちゃの国へようこそ 如月 かずさ 無刑人 熊谷 達也
ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤 ノリコ クメールの瞳 斉藤 詠一

初詣で 佐伯 泰英
斉藤 洋 あしたの官僚 周木 律

ずっと一年生!? 宗田 理 なごり雪 新堂 冬樹
葉っぱにのって 濱野 京子 Story for you 講談社
四つ子ぐらし　8 ひの ひまり 千里をゆけ 武川 佑
十年屋　5 廣嶋 玲子 半逆光 谷村 志穂
カレンダー吸血鬼は知っている 藤本 ひとみ 問う方法・考える方法 河野 哲也 消えた依頼人 田村 和大 大人の流儀　10 伊集院 静
夢をかなえる未来ノート 本田 有明 勉強する気はなぜ起こらないのか 外山 美樹 オオカミ県 多和田 葉子 こころの散歩 五木 寛之
一年生なんだもん 村上 しいこ ももこの世界あっちこっちめぐり さくら ももこ 二十面相暁に死す 辻 真先 さよなら、ながいくん。 川上 弘美
ヤーガの走る家 ソフィー・アンダーソン 弁理士になるには 藤井 久子 つまらない住宅地のすべての家 津村 記久子 とりあえず、本音を申せば 小林 信彦
エミリときどきマーメイド　1 リズ・ケスラー 大学の学科図鑑 石渡 嶺司 Day to Day 講談社 ベンチの足 佐藤 雅彦
はろるどのそらのたび クロケット・ジョンソン 5分後に意外な結末Q 桃戸 ハル 風巻 鳴神 響一 ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野 綾子
クローバーと魔法動物　3 ケイリー・ジョージ 都会(まち)のトム&ソーヤ　17 はやみね かおる 蝶として死す 羽生 飛鳥 おとなになってはみたけれど 飛田 和緒

よろこびの歌 宮下 奈都 沙林 帚木 蓬生 ゼロエフ 古川 日出男

『ヤーガの走る家』 ソフィー・アンダーソン 旅する54字の物語 氏田 雄介 キネマの神様 原田 マハ おじさんはどう生きるか 松任谷 正隆
2.43　春高編2 壁井 ユカコ 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 命とられるわけじゃない 村山 由佳

新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 小福ときどき災難 群 ようこ
川原 礫 どの口が愛を語るんだ 東山 彰良 むしろ、考える家事 山崎 ナオコーラ

草原のコック・オー・ヴァン 柴田 よしき 道をたずねる 平岡 陽明 おしゃべりな人見知り 山本 ゆり

『旅する54字の物語』 氏田 雄介 『本日も晴天なり』 梶 よう子 『おとなになってはみたけれど』 飛田 和緒

ベビーカレンダー
名医が教える!子育て学 小暮 裕之

がっこうのおばけずかん　おばけいいんかい

あんしん、やさしい最新妊娠・出産オールガイド

はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ

こいのぼりパーティーぐんぐんすくすく

ソードアート・オンラインプログレッシブ　7

日 本 の 文 学 ・ 小 説

時は幕末。鉄砲同心とは名ばかりの、つつじ
の栽培に精を出す武家があった。
喧嘩も笑いも絶えない一家は、大小様々な事
件に巻き込まれて…。温かなお江戸家族小説。
『青春と読書』掲載を加筆・修正し単行本化。

3/19～4/21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 5月号

子 育 て 支 援

「よーい、どん!」 かけっこがはじまりました。
みんな無事にゴール、と思ったら「ぼくはま
だまだおわりません!」と、ひとりが飛び出
しました! 町の中やビルの間、畑、森、か
けっこはまだまだずっと続き…。

小さな広告会社で働く小島佑は、僻地の小島
へと島流しにされた。しかも社長に「島を活性
化させるアイデアが出るまで戻ってくるな」と言
われてしまう。島の人たちは、なぜか東西対立
していて…。『小説推理』連載を単行本化。

地理的な位置・環境や歴史が、国々の関係に
どんな影響があるのかを考える学問「地政学」。
日本と世界との関係、地政学で知っておくべき
キーワード、日本の地政学的リスクなどについ
て、図や写真を用いてやさしく解説する。

その家は死者をなぐさめ、星へかえすための
場所。そこで門の番人になることを運命づけら
れた少女マリンカは、自分の考えで行動したい
と思うようになり…。ロシア民話をモチーフに、
愛と命、少女の成長を描いたファンタジー。

1つの話が54字で終わる超短編小説集。
日本の47都道府県をテーマとした82の空想
の物語を通して、その土地の地理、観光、
名物、特産などを学ぶことができる。

ちょっぴりあがいてはいるけれど、年を重ね
るのは楽しい。海辺の家に住む料理家が、
仕事のこと、食べ物のこと、おしゃれのこと、
年を重ねた今だから思うこと、日々のことを
綴る。『ecomom』掲載ほかを加筆し書籍化。



元永 知宏
それでも僕は歩き続ける 田中 陽希

稲荷書店きつね堂　4 蒼月 海里 鳥取力 平井 伸治 科学の歳時記 渡辺 政隆 はじめてのキャンプ JTBパブリッシング
茨の墓標 麻見 和史 菊竹清訓 山陰と建築 斎藤 信吾 よくわかる将棋・囲い事典 本間 博
いのち 末國 善己 谷口 義明 マンガでわかる話すチカラ 齋藤 孝
いのちを守る 宇江佐 真理 はやぶさ2全軌跡と宇宙の最前線 高橋 典嗣 「超」英語独学法 野口 悠紀雄
結盟　3 上田 秀人 花月暦 広田 千悦子
かすがい食堂 伽古屋 圭市 図解学問のすすめ 齋藤 孝 野鳥手帳 叶内 拓哉 『そして、すべては迷宮へ』 中野 京子
眠れない凶四郎　5 風野 真知雄 図解まるわかりWeb技術のしくみ 西村 泰洋 新型コロナとワクチンのひみつ 近藤 誠
メゾン・ド・ポリス　6 加藤 実秋 新本はこころの処方箋 岡田 達信 そもそも血糖値ってなんですか? 福田 千晶
ごんげん長屋つれづれ帖　2 金子 成人 難しい本をどう読むか 齋藤 孝 生活習慣病克服プログラム 横山 啓太郎
天使たちの課外活動　7 茅田 砂胡 江戸のことば絵事典 石上 阿希 「在宅死」という選択 中村 明澄
江戸早指南 倉阪 鬼一郎 3.11を心に刻んで　2021 岩波書店編集部 オトナ女子のおうちセルフケア 山口 創
刑事という生き方 米澤 穂信 タイムマネジメント大全 池田 貴将 上質な睡眠のための小さな本 ネリーナ・ラムラカン
親子の絆に恋賭けて　6 小杉 健治 はじめて世に出る青年へ 渋沢 栄一 アロマ&ハーブ大事典 林 真一郎
意次ノ妄 佐伯 泰英 為末メソッド 為末 大
旅立ノ朝 佐伯 泰英 55歳、大人のまんなか 広瀬 裕子 SEのトリセツ 津田 徹
竹屋ノ渡 佐伯 泰英
上流階級　其の3 高殿 円 『為末メソッド』 為末 大 平安貴族の住まい 藤田 勝也 板坂 裕治郎
はなの味ごよみ　8 高田 在子 コンピューティング史
出女の影 千野 隆司 LDKスゴ楽家事の大百科 晋遊舎 山形 琢也
骨を追え 堂場 瞬一 きせつを楽しむ子ども服 中山 ゆい 職場の「感情」論 相原 孝夫
剣狼吠える 鳥羽 亮 夫婦ふたりの2品献立 宝島社 経理の教科書1年生 宇田川 敏正
DOUBT 内藤 了 スパイスカレー自由自在 水野 仁輔 電話応対これができればOKです! 直井 みずほ
走れ外科医　3 中山 祐次郎 パスタとサラダ 野口 真紀 ビジネスマナー解体新書 岩崎 智子
十津川警部、廃線に立つ 西村 京太郎 山で麵! 山ごはん研究会 アマゾン式変わり続ける力 佐藤 将之

サカタフルーツパーラー 坂田 阿希子
西村 京太郎 歴史を変えた自然災害 ルーシー・ジョーンズ 『職場の「感情」論』 相原 孝夫

いっちみち 乃南 アサ 有職故実の世界 八條 忠基 小西 紗代
京都寺町三条のホームズ　16 望月 麻衣 東大寺の考古学 鶴見 泰寿
用心棒　続 デイヴィッド・ゴードン お殿様の定年後 安藤 優一郎 『サカタフルーツパーラー』 坂田 阿希子
宇宙の春 ケン・リュウ 映える幕末史 スエヒロ
禅の思想 鈴木 大拙 昭和史の本棚 保阪 正康
仕事と人生 西川 善文 ヤマザキマリの世界逍遙録 ヤマザキ マリ
文部科学省 青木 栄一 地名から読み解く日本列島 火田 博文
英語の読み方 北村 一真 北極探検隊の謎を追って ベア・ウースマ

暮らしにかかわる法律と税金 遠藤 みち

『かすがい食堂』 伽古屋 圭市 『お殿様の定年後』 安藤 優一郎
相続サポートセンター

袋栽培でかんたん野菜づくり 梁川 正
食べられる庭図鑑 良原 リエ 漆原 香奈恵
咲かせる薔薇の便利帳 主婦の友社
はじめての野の草花寄せ植え 都築 ますみ 太田 差惠子
草花の「困った!」解決ナビ 室谷 優二

スローライフミルク研究会

複眼人 呉 明益 つながり過ぎた世界の先に マルクス・ガブリエル はじめてのアクアリウム 佐々木 浩之 おひとりさまの認知症 高瀬 義昌
家にいるのに家に帰りたい クォン ラビン 大人の発達障害 太田 晴久
アウトサイダー　上・下 スティーヴン・キング 五百田 達成 認知症 笑顔がよみがえる治し方 松野 晋太郎
過ぎにし夏、マーズ・ヒルで エリザベス・ハンド 実践!介護フットケア 西田 壽代
断絶 リン・マー 奥山 晶子
アウシュヴィッツで君を想う エディ・デ・ウィンド 今どき防災バイブル 冨川 万美 岡部 昌幸
30年目の待ち合わせ エリエット・アベカシス 津波を乗り越えた町々 谷口 雅彦 そして、すべては迷宮へ 中野 京子
アニマ ワジディ・ムアワッド 保護者のお悩み解決します! くま ゆうこ ericの消しゴムはんこ eric 長生き1分片足立ち 伊賀瀬 道也
星の時 クラリッセ・リスペクトル モンテッソーリ式おうち子育て エロイーズ・リックマン 全日本失敗写真選手権 血管をよみがえらせる長生き体操 上月 正博
ミシンの見る夢 ビアンカ・ピッツォルノ 図説魔女の文化史 セリヌ・デュ・シェネ おちょやん　Part2 八津 弘幸 活発脳をつくる60歳からの切り紙 古賀 良彦

仕事1年生「これ」だけできれば100点です!Martin Campbell‐Kelly

十津川警部四国土讃線を旅する女と男

暗号(アトリビュート)で読み解く名画

酪農かあさんが教える台所チーズ

甲子園はもういらない…それぞれの甲子園

日本一わかりやすい「強みの作り方」の教科書

小さなことにあくせくしなくなる天文学講座

片づけのことを考えただけで疲れてしまうあなたへ。

『全日本失敗写真選手権』製作委員会

障害年金の手続きから社会復帰まで

子どもに迷惑をかけない・かけられない!60代

まんがでやさしく分かる失敗しない相続・贈与のすべて

ゆる終活のための親にかけたい55の言葉

気弱さんのための言いにくいモノの言い方

健 康 情 報

産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

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

男子400mハードルの日本記録保持者・為末
大が、現役時代から書いたり、話したりして
きた言葉を一挙収録。自分をコントロールす
るための「モノの見方・考え方」「心の在り
方」を紹介する。チェックリスト付き。

郷 土

健 康 長 寿

法 律 情 報

祖母の駄菓子屋「かすがい」を継いだ楓子は、
夕刻にきっちり300円分の菓子を買って帰る少
年の存在に気づく。事情を察した楓子は、店の
奥で食事を提供することに。賑やかで温かい
食卓が、居場所を失った子どもたちを救う。

著述活動、文化振興、歌舞伎に芝居…。
お殿様たちは家督を譲った後も、アクティブ
に天寿を全うした。水戸藩主徳川光圀、白
川藩主松平定信ら5人の老後を通じ、知ら
れざるお殿様の定年後生活を描く。

母がよく作ってくれた果物のジュース、南フラ
ンスを旅したときにおばあちゃんが教えてくれ
たジャム…。季節の果物をいちばんおいしく味
わえる、そして著者の思い出がいっぱい詰
まった果物メニュー56種類を紹介します。

リモートワークの広がり、効率と合理性の過剰な
重視…。働く人の感情をマネジメントするハード
ルが上がり、居心地の悪い職場が増えている。
上司、仕事内容等にまつわる事例や研究成果
を踏まえ、職場の感情を多角的に考察する。

歴 史 ・ 地 理

絵画鑑賞に新たな視点を提示した著者は、
芸術を、人を、どのように洞察するのか。
名画との邂逅や、穏やかに見える日常から
掬い取るおかしみと悦びの数々を綴った
エッセイ集。新聞、雑誌掲載を文庫化。

総 記 ・ 哲 学


