
世界史探偵コナン 7～9 青山 剛昌 ねたふりゆうちゃん 阿部 結
学校のひみつ 齋藤 孝 ものおもう 新井 洋行
おとなを動かす悩み相談クエスト 山崎 聡一郎 しんゆうだけどだいきらい 石山 さやか
ようこそみんなの世界へ トレトレトイレ うえだ しげこ

あかちゃんですよ はいどうぞ うしろ よしあき
ケイティ・デインズ すーは～ umeco

おかしのずかん 大森 裕子
セオドア・グレイ フートンのおふとん 北村 裕花

進化をたどる7億年の旅 ジョン・ウッドワード もっかい! エミリー・グラヴェット
似ているけれどちがう生きもの図鑑 宇津木 聡史 いつかあなたをわすれても 桜木 紫乃
じどう車ずかんをつくろう 1～6 岡田 博元 よるがやってくる 下田 昌克 松田 青子
未来をつくる!日本の産業 1～7 ポプラ社 にげろ!どろねこちゃん 竹下 文子 エレジーは流れない 三浦 しをん

おそうじやさんはじめます つかはら みさ わたし、定時で帰ります。 3 朱野 帰子 鷹の城 山本 巧次
Clara きたきつねとはるのいのち 手島 圭三郎 にぎやかな落日 朝倉 かすみ 白鯨 夢枕 獏

ダヤンと森であそぼう 池田 あきこ 11ぴきのおばけとおおきなふね にしかわ おさむ 日向を掬う 朝倉 宏景 うかれ十郎兵衛 吉森 大祐
うそ 谷川 俊太郎 いちにち ひろた あきら 烏百花　白百合の章 阿部 智里 文豪たちの住宅事情 田村 景子

でんしゃとしょかん 深山 さくら 百合中毒 井上 荒野 少しぐらいの噓は大目に 向田 邦子

『ようこそみんなの世界へ』 もしかして… ヒド・ファン・ヘネヒテン 武士とジェントルマン 榎田 ユウリ 万葉集の歌とことば 佐佐木 隆
ヴォドニークの水の館 まき あつこ めぐりんと私。 大崎 梢
しげちゃんのはつこい 室井 滋 悪魔には悪魔を 大沢 在昌 『エレジーは流れない』 三浦 しをん
これが鳥獣戯画でござる 結城 昌子 冬華 大倉 崇裕
あきらがあけてあげるから ヨシタケ シンスケ 偶然の家族 落合 恵子

小島 小山田 浩子
怪盗レッドTHE FIRST 秋木 真 『よるがやってくる』 下田 昌克 本好きの下剋上　第5部 5 香月 美夜
ルルとララのガトーショコラ あんびる やすこ
りんごの木を植えて 大谷 美和子 加藤 千恵
はりねずみのルーチカ 10 かんの ゆうこ MR 久坂部 羊
いちばんたいせつなもの 斎藤 貴男 曲亭の家 西條 奈加
魔法の国の謎とき屋 萩原 弓佳 義士切腹 佐々木 裕一 「女」のはなし 久世 光彦
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 15 廣嶋 玲子 スイッチ 潮谷 験
ほねほねザウルス 24 カバヤ食品株式会社 田舎のポルシェ 篠田 節子 せきしろ
対決!卓球部 横沢 彰 ブックキーパー脳男 首藤 瓜於 愛は魂の奇蹟的行為である なかにし 礼
見つけ隊と燃える小屋のなぞ イーニッド・ブライトン 極(エッセンシャル)アウトプット 樺沢 紫苑 三谷幸喜のありふれた生活　16 三谷 幸喜

相手の身になる練習 鎌田 實 小路 幸也 夢に迷って、タクシーを呼んだ 燃え殻

『魔法の国の謎とき屋』 萩原 弓佳 勉強なんてしたくない君へ 佐藤 慧 われらの世紀 真藤 順丈 四分の一世界旅行記 石川 宗生
未来をつくるあなたへ 中満 泉 破天荒 高杉 良 真夏の刺身弁当 沢野 ひとし
みんなに好かれなくていい 和田 秀樹 ひきなみ 千早 茜 ルワンダでタイ料理屋をひらく 唐渡 千紗
親の期待に応えなくていい 鴻上 尚史 沈黙の終わり　上・下 堂場 瞬一 東京ディストピア日記 桜庭 一樹
大学生のための教科書 中山 芳一 緑陰深きところ 遠田 潤子
地球温暖化を解決したい 小西 雅子 臨床の砦 夏川 草介 『四分の一世界旅行記』 石川 宗生
君はどんな大人になりたい? 佐藤 慧 対になる人 花村 萬月
俳句部、はじめました 神野 紗希 小説8050 林 真理子
野原できみとピクニック 濱野 京子 白鳥とコウモリ 東野 圭吾
放課後ひとり同盟 小嶋 陽太郎

岡本 光宏 狼と羊皮紙 6 支倉 凍砂 古内 一絵
母になる日 葉 祥明 われら滅亡地球学クラブ 向井 湘吾 セゾン・サンカンシオン 前川 ほまれ
たんぽぽたんぽぽ みなみ じゅんこ 春は馬車に乗って 横光 利一 ジュリーの世界 増山 実

『母になる日』 葉 祥明 『われら滅亡地球学クラブ』 向井 湘吾 『小説8050』 林 真理子 ミカンの味 チョ ナムジュ
爆弾魔 R.L.スティーヴンソン
ホテル エリザベス・ボウエン
<羽根ペン>倶楽部の奇妙な事件 アメリア・レイノルズ・ロング

キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン
祖国　上・下 フェルナンド・アラムブル

ぼんぼんりぼんと♡バレエをはじめよう!

モイラ・バターフィールド

最高のアフタヌーンティーの作り方

この場所であなたの名前を呼んだ

モイラ・バターフィールド

ママとパパの赤ちゃんと子どもの病気・ホームケア事典

グッバイ・イエロー・ブリック・ロード

7歳までに知っておきたい科学えほん

世界でいちばん美しいこども元素ずかん

男の子になりたかった女の子になりたかった

その落とし物は誰かの形見かもしれない

日 本 の 文 学 ・ 小 説

完璧な人生を送っているように見える大澤正樹
には秘密がある。彼の長男・翔太は7年間も自
宅に引きこもっていた。娘が相手家族に結婚を
反対されたことから正樹は息子と向き合う決意
をするが…。

4/16～5/21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 6月号

子 育 て 支 援

今夜からひとりで寝ることになった男の子。
お母さんやお父さんと一緒のときは平気な
のに、ひとりになると夜がいたずらを仕掛
けてきて…。さて、男の子は本当にひとりで
眠れるのでしょうか?

のどかでさびれた温泉街に暮らす高校2年生の
怜は、複雑な家庭の事情、迫りくる進路選択、
自由奔放な友人たちに振り回される日々を送っ
ている。そんななか、博物館から縄文式土器が
盗まれ…。『小説推理』連載に加筆・修正。

違うっておもしろい! 朝ごはん、誕生日祝い、
ケーキや服装、しゃっくりのとめかた、「こんに
ちは」の言い方…。世界103の国と地域の習慣
や伝統を紹介する絵本。

魔法の世界に迷いこんでしまった中学1年生の
瑠香は、魔法使い見習いの少年・ハンリと、喋
る魔法の杖・シャルと出会う。元の世界に戻る
ためには「魔法の材料」が必要で…。魔法の世
界をめぐる、ふたりと1本の物語。

地球が滅ぶまで、110日。そんな中で、今しか
できない何かを見つけ実行する「滅亡地球学
クラブ」。部員は自由奔放な部長・玉華、彼女
を静かに見守る碧、クールな刹那の3人だけ
で…。『朝日中高生新聞』連載を加筆・修正。

2017年初夏。作家・石川宗生は日本を発った。
時に旅先で出会った仲間と、時にイマジナリー
フレンドを連れて、現実と虚構を自在に旅した
半年間の物語。宮内悠介との対談も収録。
『Webミステリーズ!』掲載を単行本化。

あなたの笑顔でお母さんになれたの。私の
元に生まれてきてくれてありがとう! 子育て
の日常を透明感のある優しい絵と文で紡
ぎ出した、育児中のママとパパたちのため
の絵本。



まちづくりと図書館 大串 夏身 映画のメリーゴーラウンド 川本 三郎
「帰ってきたウルトラマン」の復活 白石 雅彦

野口 武悟 図解でわかる!イップスの克服 谷口 智哉
これは経費で落ちません! 8 青木 祐子 第四次産業革命と教育の未来 佐藤 学 文系のためのめっちゃやさしい統計 倉田 博史 おそとで楽しむ遊びのワンダーランド 木村 研
小布施・地獄谷殺人事件 梓 林太郎 有機農業で変わる食と暮らし 香坂 玲 宇宙の見え方が変わる物理学入門 小林 晋平 8人制サッカーの教科書 内藤 清志
グリーン・レクイエム 新井 素子 絶滅魚クニマスの発見 中坊 徹次 地球大図鑑 倉本 圭 キャンプ職業案内 佐久間 亮介
武士の流儀 5 稲葉 稔 三木清人生論ノート 岸見 一郎 日本列島の「でこぼこ」風景を読む 鈴木 毅彦 阿川佐和子のこの棋士に会いたい 阿川 佐和子
継争 上田 秀人 悩む力 メンタリストDaiGo 暮らしを変える書く力 一田 憲子
本懐 上田 秀人 岡部 聡
やわらかな足で人魚は 香月 夕花 大嶋 信頼 蝶が来る庭 海野 和男 『キャンプ職業案内』 佐久間 亮介
暗黒自治区 亀野 仁 こころのストレッチ 下山 晴彦
寝ず身の子 小杉 健治 大黒 達也
さらさら鰹茶漬け 坂井 希久子 清水 克彦 分水嶺 河合 香織
サン&ムーン 鈴峯 紅也 生き方革命 橋下 徹 疫学とはなにか 中村 好一
銘酒の真贋 千野 隆司 アニミズムという希望 山尾 三省 養老先生、病院へ行く 養老 孟司
鬼神の叫び 鳥羽 亮
しあわせ大根 中島 久枝 『こころのストレッチ』 下山 晴彦
最後の相棒 永瀬 隼介
劇場版シグナル 仁志 光佑
本所おけら長屋 16 畠山 健二 浦野 紘平 米山 彩香
薬屋のひとりごと 11 日向 夏 緑と暮らす。 エクスナレッジ
言葉の園のお菓子番 ほしお さなえ たたら製鉄の技術論 永田 和宏 島田 直行
高校事変 10 松岡 圭祐 人生がキラめく靴選び 森 千秋 仕事を教えることになったら読む本 濱田 秀彦
絹と明察 三島 由紀夫 同一労働同一賃金の基本と実務 石嵜 信憲
刑事の遺品 三羽 省吾 門倉 多仁亜 転職学 中原 淳
踊る彼女のシルエット 柚木 麻子 戦争の地図 パトリシア・ダニエルズ ねこしき 猫沢 エミ 新しい広報の教科書 栗田 朋一
大学は何処へ 吉見 俊哉 教会と千歳飴 上野 誠 旅と料理 細川 亜衣
「オピニオン」の政治思想史 堤林 剣 日本歴史地図 家の和食はシンプルでいい 大庭 英子
好循環のまちづくり! 枝廣 淳子 京つけもの西利のおいしいレシピ 京つけもの西利
モダン語の世界へ 山室 信一 小和田 哲男 シェラカップレシピ ソトレシピ ネット中傷駆け込み寺 佐藤 佳弘
幣原喜重郎 熊本 史雄 アーモンドだから、おいしい 下園 昌江 おっさんず六法 松沢 直樹
鉄道と政治 佐藤 信之 ジャン=フランソワ・ソルノン 貯まる!得する!台所力アップ術 宝島社 法学入門 田中 淳子
院政 美川 圭 図説ツタンカーメン王 仁田 三夫 28文字の捨てかた yur.3 相続のお守り 金子 嘉徳
小説読解入門 廣野 由美子 魔女街道の旅 西村 佑子 みんなの家族法入門 本澤 巳代子
宗教と日本人 岡本 亮輔 『ねこしき』 猫沢 エミ 刑法の時間 佐久間 修
大学入試数学不朽の名問100 鈴木 貫太郎 図解わかる税金　2021-2022年版 芥川 靖彦
葉書でドナルド・エヴァンズに 平出 隆

憲法改正国民投票 福井 康佐 「ケアマネジャー」編集部

『グリーン・レクイエム』 新井 素子 クルドの夢ペルーの家 乾 英理子 さあ、生活保護を受けましょう! 外場 あたる
実力も運のうち マイケル・サンデル
老いの福袋 樋口 恵子 二村 祐輔
いないことにされる私たち 青木 美希
あの日、あの時、あの思い 宮城県警察退職者有志の会 『おっさんず六法』 松沢 直樹
子どもたちがつくる町 村上 靖彦 おしゃれに飾るベランダ菜園 原 由紀子
GIGAスクールはじめて日記 棚橋 俊介 おうちでとれたて!ハーブと野菜 田代 耕太郎

水野 智美 やさい畑編集部
おとなの教養　3 池上 彰 陰陽五行と日本の民俗 吉野 裕子 すてきな花言葉と花の図鑑 川崎 景介
Twitter集客のツボ98 アフィラ 食の世界史 南 直人 小さな庭を自分でつくる簡単アイデア 主婦と生活社

変貌する日本の安全保障 半田 滋 コロナ後のエアライン 鳥海 高太朗
勝村 幸博 孤独のアンサンブル 村松 秀

LINE完全マニュアル 桑名 由美 『老いの福袋』 樋口 恵子
50代からのLINE入門 メディアックス 大石 幸枝

新型コロナワクチンQ&A100 コロワくんサポーターズ

四禮 静子 鳥獣戯画決定版 増記 隆介 ほむほむ先生の小児アレルギー教室 堀向 健太
いちばんやさしいエクセル超入門 早田 絵里 革の技法 クラフト学園
トラブルメーカーズ レスリー・バーリン バイエルの刊行台帳 小野 亮祐 川畑 智

社長、その事業承継のプランでは、会社がつぶれます

AI時代に自分の才能を伸ばすということ

身近な環境・生活のホントがよくわかる本 働くオトナ女子のためのゆるっと習慣

誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち

コップひとつから始めるゆる～い野菜づくり

ロイヤルカップルが変えた世界　上・下

地域別×武将だからおもしろい戦国史

心地よく、ていねいに、ゆとりを楽しむこれからの暮らし方

マンガでわかる!認知症の人が見ている世界

プロとして知っておきたい!介護保険のしくみと使い方

すぐにわかる葬儀前の手続き、後の手続き

介護しているあなたが一瞬で楽になる声かけ

すぐそこにあるサイバーセキュリティーの罠

エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい

変化する社会とともに歩む学校図書館

「ほんのひと言」に傷つかなくなる本

人生、降りた方がいいことがいっぱいある

誰にも聞けなかった!保育者のいろいろお悩み相談

「日本歴史地図」編集室

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

不安やストレスで固くなったこころをほぐすス
トレッチ方法を、わかりやすく紹介する。書き
込み欄、コピーして使う書き込みシート付き。
東京認知行動療法センターのサイト掲載記
事を書籍化。

法 律 情 報

幼いころに迷い込んだ山奥の洋館で出会った、
深い緑の髪の少女に信彦は心を奪われる。や
がて時を経て再び少女に出会ったとき、彼女に
課せられた運命が2人を飲み込もうとする。全3
編とあとがきを収録。1983年の改刊。

老年よ、大志とサイフを抱け! 「調理定年」し
てもいい! 介護され上手になろう! 老いの時期
を楽しく快適にするアイデアや、ちょっぴり怖
い現実、超高齢社会の課題を乗り越える知
恵などを綴った書き下ろし痛快エッセイ。

ぐうの音も出ないときこそ食べるのだ。ミュージ
シャン、文筆家の猫沢エミ50歳。よりよく生きる
ために編み出した生活食レシピと、そこに息づ
く、人生を輝かせるための真髄を綴る。

被害者にも加害者にもなりうる働き世代をトラブ
ルから守る! 「雇用トラブル」「ハラスメント」「社内
の不正」など6つのパートに分け、ストレス社会を
生き抜く法律の知識を伝える。

歴 史 ・ 地 理

キャンプ用品メーカーの社員、キャンプ場
のオーナー、クリエイターなど、キャンプに
まつわる仕事をしている人たち総勢30名以
上にインタビュー。リアルな業務内容と、そ
の仕事にかける思いに迫る。

総 記 ・ 哲 学


