
くさをたべすぎたロバくん アヌスカ・アレプス
おやつトランポリン 大塚 健太
しょうぼうしゃ、てんけんよし! 片平 直樹

世界史探偵コナン 10～12 青山 剛昌 ねむろんろん こしだ ミカ
絵本江戸のくらし 太田 大輔 なぁなぁ、あそぼ～! さいとう しのぶ
榎本武揚 加来 耕三 フンコロガシといしころ クレール・シュヴァルツ

世界ちずちょう 昭文社 ぼくのがっこう 鈴木 のりたけ
日本ちずちょう 昭文社 音楽をお月さまに フィリップ・ステッド

土屋 誠司 たかい よしかず
知のビジュアル大百科 人体 野田 泰子 あら、そんなの! 高橋 和枝
人体断面図鑑 だんだんだんだん たけがみ たえ
登り続ける、ということ。 野口 健 はじめてのパンケーキ たての きょうこ へんこつ 谷 治宇

あまがえるのぼうけん たての ひろし 檸檬先生 珠川 こおり

『絵本江戸のくらし』 太田 大輔 にんきものいちねんせい つちだ のぶこ 声の在りか 寺地 はるな
うまれてそだつ ニコラ・デイビス レッドネック 相場 英雄 赤の呪縛 堂場 瞬一
ねずみくんのピッピッピクニック なかえ よしを スカイツリーの花嫁花婿 青柳 碧人 捜査一課OB 富樫 倫太郎
えんそくねこねこ 長野 ヒデ子 レンタルフレンド 青木 祐子 ヒポクラテスの悔恨 中山 七里
よちよちペンギン キネマの天使 赤川 次郎 カード師 中村 文則
ねこすけくんがねているあいだに… 西野 精治 太陽の門 赤神 諒 文学　2021 日本文藝家協会

ひみつのおばけ一家 1 石崎 洋司 じいちゃん、出発進行! 藤川 幸之助 ヒソップ亭 2 秋川 滝美 猫町 萩原 朔太郎
あおぞらこども食堂はじまります! いとう みく 神の悪手 芦沢 央 リボルバー 原田 マハ
サステナブル・ビーチ 小手鞠 るい 華の譜 梓澤 要 野球が好きすぎて 東川 篤哉
うさぎタウンのおむすびやさん 小手鞠 るい 海のアトリエ 堀川 理万子 境内ではお静かに 3 天祢 涼 本心 平野 啓一郎
あいがあれば名探偵 杉山 亮 おめん 夢枕 獏 死にたがりの君に贈る物語 綾崎 隼 そのひと皿にめぐりあうとき 福澤 徹三
ぼくの師匠はスーパーロボット 南田 幹太 あるヤクザの生涯 石原 慎太郎 植物忌 星野 智幸
イカル荘へようこそ にしがき ようこ 『なぁなぁ、あそぼ～!』 さいとう しのぶ 貴方のために綴る18の物語 岡崎 琢磨 東京のぼる坂くだる坂 ほしお さなえ
ろくぶんの、ナナ 林 けんじろう 流転の中将 奥山 景布子 プリンス 真山 仁
新選林芙美子童話集 1 林 芙美子 片見里荒川コネクション 小野寺 史宜 雷神 道尾 秀介
青空モーオー! 堀米 薫 薔薇のなかの蛇 恩田 陸 全員悪人 村井 理子
おれは女の子だ 本田 久作 終活の準備はお済みですか? 桂 望実 姉の島 村田 喜代子
放課後オンライン みずの まい なぜ秀吉は 門井 慶喜 吉宗の星 谷津 矢車
七不思議神社 3 緑川 聖司 アンソーシャルディスタンス 金原 ひとみ エラー 山下 紘加
みつばちと少年 村上 しいこ うらんぼんの夜 川瀬 七緒 風よ僕らの前髪を 弥生 小夜子
夜明けをつれてくる犬 吉田 桃子 インドラネット 桐野 夏生 月下のサクラ 柚月 裕子
人類滅亡フラグがたちました! 令丈 ヒロ子 16歳からの相対性理論 佐宮 圭 忘れられたその場所で、 倉数 茂 感染捜査 吉川 英梨
はろるどのたからさがし クロケット・ジョンソン 「自分らしさ」と日本語 中村 桃子 まだ人を殺していません 小林 由香 黒牢城 米澤 穂信
12歳のロボット リー・ベーコン 宗棍 今野 敏 文豪たちの美味しいことば 山口 謠司

池上 彰 京都烏丸御池の名探偵 才羽 楽 シンジケート 穂村 弘

『サステナブル・ビーチ』 小手鞠 るい 10代からのSDGs 原 佐知子 己丑の大火 佐伯 泰英 どこからか言葉が 谷川 俊太郎
「ハーフ」ってなんだろう? 下地 ローレンス吉孝 最終飛行 佐藤 賢一
会社で働く 松井 大助 星落ちて、なお 澤田 瞳子 『リボルバー』 原田 マハ
高校脱出マニュアル 旺文社 博覧男爵 志川 節子
「数学をする」ってどういうこと? 小山 信也 幕末紀 柴田 哲孝

白医 下村 敦史
井上 祐紀 ファウンテンブルーの魔人たち 白石 一文

normal? 井手上 漠 ミステリー・オーバードーズ 白井 智之
いちご×ロック 黒川 裕子 空の王 新野 剛志
グリモアレファレンス 2 佐伯 庸介 精密と凶暴 関 俊介

主婦の友社 学園キノ 7 時雨沢 恵一 神さまのいうとおり 谷 瑞恵
あそびアイデアBOOK 開 一夫 三人三昧 清水 ミチコ

『normal?』 井手上 漠 『レッドネック』 相場 英雄 くらすたのしみ 甲斐 みのり
「無言館」の庭から　続 窪島 誠一郎
パリのおうち時間 中村 江里子

へんてこたいそう 新井 洋行 人間であることをやめるな 半藤 一利
まいごのたまごにいちゃん あきやま ただし 硝子戸のうちそと 半藤 末利子
くるくるくるま インゲラ・アリアニウス コロナ時代のパンセ 辺見 庸

学校では教えてくれない自分を休ませる方法

3・4・5歳のこどもの「なんで?」早引き事典Light

池上彰の君と考える戦争のない未来

AI時代を生き抜くプログラミン　4～6 バイバイばいきんさん　てあらいのまき

クリフォード ちいさなちいさなあかいいぬ
ノーマン・ブリッドウェル

スティーブン・ビースティー

ナショナルジオグラフィック

日 本 の 文 学 ・ 小 説

米系大手広告代理店に勤務する矢吹蛍子は、
バンクーバーに住む謎のデータサイエンティス
ト・ケビン坂田に極秘プロジェクトへの協力を取
り付けるが…。そのプロジェクトの中味とは? 『ラ
ンティエ』連載に書き下ろしを追加。

5/18～6/22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 7月号

子 育 て 支 援

女の子に拾われた子ねこ。いつも一緒だった
けれど、大きくなると、あんまり遊んでくれなく
なって…。家出したねこはどこへ行ってるの? 
ねこの国の不思議な鏡が映し出すのは? ねこ
たちと暮らした思い出から生まれた絵本。

ゴッホは本当にピストル自殺をしたのか? フィン
セント・ファン・ゴッホと彼にまつわる物語を、現
代に生きるオークショニスト・高遠冴の目線で描
いたアート・ミステリ。『小説幻冬』連載に加筆修
正し単行本化。

電気もガスもない、江戸のまちのくらしを見て
みよう! 長屋の井戸端、大工と左官、食べ物
屋台…。昔の人のくらしの様子を描いた「江戸
絵本」。さがしもの絵本としても楽しめる。ジャ
ケット裏に絵さがしの答えあり。

たったひとつしかない海を守るために、今できる
こととは。小学校最後の夏休み、七海はハワイ
の海辺で、ある少女と約束をした。サステナブ
ル・ビーチを取りもどすために…。七海の“夏休
みアクション”が始まる。

私らしく、あなたらしく生きられる世界を目指し
て。ジェンダーレスに活躍する隠岐の島出身
のモデル・井手上漠のフォトエッセイ。大好き
な故郷で撮影した写真を掲載するとともに、今
日までの人生や考えたことなどを綴る。



iPad丸わかり活用ガイド マキノ出版 新・いのちを守る気象情報 斉田 季実治
iCloud基本&便利技 リンクアップ 子どもと楽しむ草花のひみつ 稲垣 栄洋
大宅壮一文庫解体新書 阪本 博志 寝てもサメても深層サメ学 佐藤 圭一

天子蒙塵 1～2 浅田 次郎 読書からはじまる 長田 弘 文系のためのめっちゃやさしい人体 吉川 雅英 ゴフスタイン 柴田 こずえ
日雇い浪人生活録 11 上田 秀人 うつぬけの「頑張らない」ごはん 功刀 浩 『鬼滅の刃』で学ぶはじめての仏教 松崎 智海
地獄への近道 逢坂 剛 ブルボン小林 写真集を編む。 平凡社
平安あや解き草紙 6 小田 菜摘 クリティカル・シンキング ジョナサン・ヘイバー 堀江 貴文 小林克也洋楽の旅 小林 克也
ホテルクラシカル猫番館 4 小湊 悠貴 悩み方教室 河田 真誠 おかえりモネ　Part1 安達 奈緒子
新・浪人若さま新見左近 7 佐々木 裕一 東大メンタル 西岡 壱誠 坂田 英明 はじめてみませんか?自転車の旅。 三栄
見守るもの 佐藤 さくら 幸せな人生のつくり方 坂東 眞理子 世界一気持ちいいストレッチ 木幡 洋一 いちばんやさしい囲碁教室 芝野 虎丸
お江戸やすらぎ飯 3 鷹井 伶 くう、ねる、うごく!体メンテ 崎田 ミナ 絵本翻訳教室へようこそ 灰島 かり
寝乱れ姿 野口 卓 『悩み方教室』 河田 真誠 「雨ダルさん」の本 佐藤 純
椿平九郎留守居秘録 2 早見 俊 疲れないカラダ大図鑑 夏嶋 隆
葉山嘉樹短篇集 葉山 嘉樹 散歩で見つける薬草図鑑 指田 豊
隠れ蓑 藤井 邦夫
千里眼の復活 松岡 圭祐 『「雨ダルさん」の本』 佐藤 純
もぐら新章 青嵐 矢月 秀作
呪い禍 輪渡 颯介
天正伊賀の乱 和田 裕弘
イギリス1960年代 小関 隆
植物のいのち 田中 修 杉原千畝とコルベ神父 早乙女 勝元
功利主義 J.S.ミル Excel関数最強時短仕事術 守屋 恵一
ゴヤの手紙　上 ゴヤ 重野 陽二郎 Word即効ワザ入門事典 日経PC21
歌舞伎十八番の内勧進帳 郡司 正勝／校注 武士論 五味 文彦
帰らざる故郷 ジョン・ハート アクセサリーの考古学 高田 貫太 脱プラスチック レイチェル・サルト 新 将命
冷酷なプリンス ホリー・ブラック 教養としてのギリシャ・ローマ 中村 聡一 季節を愉しむ手づくり石けん うた 仕事ができる人の話し方 阿隅 和美

食卓を変えた植物学者 ダニエル・ストーン 無印良品大百科　2021 晋遊舎 2030年の人事管理 林 明文著

『呪い禍』 輪渡 颯介 1日1ページ、365日で世界一周 井田 仁康 ほっとやすらぐ和布のハギレ小物 ブティック社 ビジネストラブル脱出フレーズ80 三上 ナナエ
k.m.p.の、旅したくてぐるぐる。 k.m.p. 青木和子の小さな刺しゅうの旅 青木 和子 定年後の居場所 楠木 新
奇界遺産 3 佐藤 健寿著 くたびれないごはんづくり 婦人之友社編集部 やってはいけない営業術 早川 勝
東京タイムスリップ1984↔2021 善本 喜一郎 Chef Ropiaのまかない帖 小林 諭史

手軽においしく発酵食のレシピ 真野 遙
『k.m.p.の、旅したくてぐるぐる。』 k.m.p.

石原 洋子 スッキリ相続への道 3 廣田 龍介
私の梅仕事 横山 タカ子
絵本のお菓子 太田 さちか 梅田 泰宏

台北プライベートアイ 紀 蔚然 喫茶人かく語りき 川口 葉子 税金の表と裏の教科書 大村 大次郎
三体 3 下 劉 慈欣 あなたの年金　2021-2022年版 椎野 登貴子
女たちのニューヨーク エリザベス・ギルバート 前田 晃平
キャクストン私設図書館 ジョン・コナリー 『税金の表と裏の教科書』 大村 大次郎
友達と親戚 エリザベス・ボウエン 『喫茶人かく語りき』 川口 葉子
わが家をめざして ジョン・デイ 新・階級闘争論 門田 隆将
誕生日パーティー ユーディト・W.タシュラー たかがニュースされどニュース 水谷 修
僕が死んだあの森 ピエール・ルメートル
エルサレム ゴンサロ・M.タヴァレス 森永 康平
シブヤで目覚めて アンナ・ツィマ 日本人が知らない世界の黒幕 馬渕 睦夫

海外ルーツの子ども支援 田中 宝紀
非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山 剛
子どもの長所を伸ばす5つの習慣 石田 勝紀 こんな介護がしたい 多摩平の森の病院

菊竹清訓 東光園 菊竹 清訓 だるまちゃんの思い出 遊びの四季 かこ さとし 医・食・農は微生物が支える 幕内 秀夫 たいせつな家族を感染症から守る本 生田 和良
はじめてのオージープランツ図鑑 遠藤 昭 おいしい腎臓病の食事 富野 康日己
パルダリウムハンドブック 長谷 圭祐
カジュアルに楽しむ手のひら盆栽 ビリ

絵と図でわかるAIと社会 江間 有沙 不定性からみた科学 吉澤 剛 世界一やさしいバラづくり 村上 敏
解き続けたくなる数学 横山 明日希 デグー、飼いはじめました! 大野 瑞絵

黒野 明子 星の王子さまの天文ノート 縣 秀彦著 中・小型水槽で楽しむアクアリウム 千田 義洋 斎藤 道雄
Macがぜんぶわかる本 宝島社 伊能忠敬の日本地図 渡辺 一郎 鉄道ミュージアムガイド 池口 英司 70・80・90歳の“若返り”筋トレ 久野 譜也

これからはじめるIllustrator & Phot　2021年最新

あの人が好きって言うから…有名人の愛読書

伝説の外資トップが感動した「葉隠」の箴言

フワフワするめまいは食事でよくなる

しゃべらなくても楽しい!1,2分でできるやさしい特養体操50

『はじめてみませんか?自転車の旅。』　 三栄

パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ!

おいしくたっぷり野菜を食べる12の方法

これだけは知っておきたい「税金」のしくみ

中学校の歴史が1冊でしっかりわかる本

誰も教えてくれないお金と経済のしくみ

糖尿病が怖いので、最新情報を取材してみた

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

曰くつきの古道具が集まる皆塵堂で働くこと
になった麻四郎。しかし、なぜか小さな不運
が続く上に怪異騒ぎもひっきりなし。何かお
かしい。そんな時、麻四郎の家には代々受け
継がれている因縁があることがわかり…。

郷 土

税金の建前=「表」の情報と、本音=「裏」の情
報を同時に学べるテキスト。所得税、住民税、
相続税などメジャーな11の税金を取り上げて、
仕組みや節税方法、払いすぎた分の取り戻し
方などを解説する。税務署の実態も紹介。

健 康 長 寿

法 律 情 報

スパイスの効いた言葉、そのカフェならではの
流儀を語る言葉…。街角にコーヒーを香らせる
達人たちの98の名言を紹介する。古今東西の
文筆家たちが綴ったカフェやコーヒーについて
の文章、喫茶店のデータも収録。

問題は「悩み」ではなく、「悩み方」を知らない
こと。8つの質問に答えることで、悩みを分解
して、自分らしい答えを見つけていく方法や、
よくある悩みに対する考え方のヒントと自分の
答えを引き出す質問などを紹介する。

耳マッサージやタオル体操で、低気圧による
不調がみるみる改善! 「雨が降ると急に体調
が悪くなる人=雨ダルさん」が少しでもらくにな
るように、雨の前に行うセルフケアをたくさん
紹介。

歴 史 ・ 地 理

E-BIKEやロードバイクなど、多彩なラインナッ
プが魅力の自転車。人気の最新車種を、街
乗り、通勤、スポーツ等のスタイル別に紹介
する。ほか、絶対訪れたいサイクルロード、
アウトドア的自転車のススメも掲載。

総 記 ・ 哲 学

自由に旅に出られないのなら、日々の生活に旅
を取り込もう! 過去の旅の思い出を4コマ漫画と
ともに紹介するほか、旅先の食の再現、「散歩」
を「旅」にする工夫、キャンピングカーやリモート
での旅の楽しみ方などを紹介する。


