
真夜中のちいさなようせい シン ソンミ
ようかいむらのしとしとあめふり たかい よしかず
おふろひえてます とよた かずひこ

友だちのひみつ 香山 リカ
キャラ絵で学ぶ!都道府県図鑑 伊藤 賀一 なかや みわ
ポリポリ村のみんしゅしゅぎ 蒔田 純 まんげつのよるのピクニック のむら うこ

野ばらの村のピクニック ジル・バークレム
ガリレオ工房

みんなが知りたい!気象のしくみ 菅井 貴子 『おふろひえてます』 とよた かずひこ
もっとやりすぎ絶滅いきもの図鑑 今泉 忠明
ずかんヒトの細胞 牛木 辰男
そらをとぶのりものえほん 秋本 俊二
まるごときゅうり 八田 尚子 ヒトコブラクダ層ぜっと　上・下 万城目 学
空よ! 内田 麟太郎 トラッシュ 増島 拓哉

ぼくのバス バイロン・バートン まりも日記 真梨 幸子
わたしのかみがた 樋勝 朋巳 invert 相沢 沙呼 骨を撫でる 三国 美千子
ぱんつくったよ。 2 平田 昌広 ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部 和重 俺達の日常にはバッセンが足りない 三羽 省吾
なんだかたのしそう 古内 ヨシ 仮面 伊岡 瞬 インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 皆川 博子
あっぱれ!どぐうちゃん 堀切 リエ 貝に続く場所にて 石沢 麻依 あなたにオススメの 本谷 有希子
ナキウサギの山 本田 哲也 ボーンヤードは語らない 市川 憂人 母親病 森 美樹

光をえがく人 一色 さゆり ブレイクニュース 薬丸 岳
怪盗レッド 19 秋木 真 山本 祐司 ゾウに魅かれた容疑者 大倉 崇裕 罪の因果性 横関 大
はじめての夏とキセキのたまご 麻生 かづこ わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきの ゆみこ 海辺の金魚 小川 紗良 新風記 吉川 永青
6年1組黒魔女さんが通る!! 14 石崎 洋司 おやまでテント ゆーち みえこ クレイジー・フォー・ラビット 奥田 亜希子 彼岸花が咲く島 李 琴峰
縄文の狼 今井 恭子 あんなにあんなに ヨシタケ シンスケ ナインストーリーズ 乙川 優三郎 文豪きょうは何の日? 立東舎
ニャンタのさくぶん 北川 チハル 海神の子 川越 宗一 ひらめく!作れる!俳句ドリル 岸本 尚毅
名物かき氷!復活大作戦 草香 恭子 『おやまでテント』 ゆーち みえこ 遠(とおくの)巷説百物語 京極 夏彦
かはたれ 朽木 祥 緊急事態下の物語 尾崎 世界観
リトル☆バレリーナ 3 工藤 純子 氷柱の声 くどう れいん
午前3時に電話して 小手鞠 るい 朔が満ちる 窪 美澄
おしゃべり森のものがたり 小手鞠 るい 枝の家 黒井 千次
トムと3時の小人 たかどの ほうこ 神よ憐れみたまえ 小池 真理子
竜とそばかすの姫 細田 守 最後の挨拶 小林 エリカ
夏のカルテット 眞島 めいり 婿どの相逢席 西條 奈加
バクテン!! 上 四ツ木えんぴつ 一夜の夢 佐伯 泰英
分解系女子マリー クリス・エディソン 10代のための読書地図 本の雑誌編集部 鳥がぼくらは祈り、 島口 大樹

ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口 満 君と歩いた青春 小路 幸也 アガワ流生きるピント 阿川 佐和子
高校一冊目の参考書 船登 惟希 我が産声を聞きに 白石 一文 ショローの女 伊藤 比呂美

身もこがれつつ 周防 柳 人生「散りぎわ」がおもしろい 下重 暁子
うえたに夫婦 もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽 麻子 「あいだ」の思想 高橋 源一郎

機関車先生 伊集院 静 長い一日 滝口 悠生 美女の魔界退治 林 真理子
この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山 佳佑 源氏の白旗 武内 涼 作家と犬 平凡社編集部
医学のひよこ 海堂 尊 大連合 堂場 瞬一 養老先生のさかさま人間学 養老 孟司

鬼人幻燈抄 7 中西 モトオ 南の風に誘われて 椎名 誠
川原 礫 万事快調(オール・グリーンズ) 波木 銅

庭 小手鞠 るい ザ・ベストミステリーズ　2021 日本推理作家協会 『作家と犬』 平凡社編集部
金の角持つ子どもたち 藤岡 陽子 てんげんつう 畠中 恵

秋山 とも子 竜とそばかすの姫 細田 守 還らざる聖域 樋口 明雄
カイマンのダンス 市川 里美 ののはな通信 三浦 しをん 世阿弥最後の花 藤沢 周
おもわずおもわず えがしら みちこ ラスト・フレンズ ヤスミン・ラーマン Voyage 宮内 悠介
ついてくる 小川 育
デリバリーぶた 加藤 休ミ 『医学のひよこ』 海堂 尊
しましましましょ 北村 人
ひえひえひんやりツアー 楠 章子
カサコソのかくれんぼ ザ・キャビンカンパニー

なわとびょ～ん シゲリ カツヒコ 井沢 元彦
きょうりゅうレディ リンダ・スキアース ご当地絶景中国四国 昭文社

おおばっちゃんちにまたきてたんせ

へんしんへんしんフルーツポンチ

教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科

ソードアート・オンラインプログレッシブ 8

『俺達の日常にはバッセンが足りない』　三羽 省吾

井沢式新ニッポン風土記　西日本編

『もどかしいほど静かなオルゴール店』　瀧羽 麻子

『キャラ絵で学ぶ!都道府県図鑑』　伊藤 賀一

『はじめての夏とキセキのたまご』　麻生 かづこ

そらまめくんのまいにちはたからもの

わかりやすい!まとめやすい!小学生の自由研究

日 本 の 文 学 ・ 小 説

お客様の心に流れる曲を、世界でたったひとつ
のオルゴールに仕立ててくれる、不思議なお店。
南の島に住む人々の心にはどんな音楽が…? 
「ありえないほどうるさいオルゴール店」の続編。
『小説幻冬』連載に加筆し単行本化。

6/23～7/21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 8月号

郷 土

お兄ちゃんと、山男のお父ちゃんと一緒に、山
に登ったなっちゃん。はじめてテントに泊まり
ます。テントをはるのをお手伝いして、近くの
げんこつ岩に登った帰り道、急に雨が降って
きて…。

実家が土建業を営むシンジ。その寮に中学の
同級生エージが転がり込んできた。周囲に迷惑
ばかりをかけてきたエージだが、ある日突然
バッティングセンターをつくろうと言い出し…。
web文芸マガジン『カラフル』連載を書籍化。

都道府県の地形を、特産品や行事のイラスト
で表したご当地キャラ絵で紹介。各都道府県
のシンボル、基本データ、見どころや特産品、
おもしろ方言などの情報を掲載する。各都道
府県に関係するクイズも収録。

都会から田舎へ引っ越して、不安だらけだった5
年生の世夏。しかし、空き地にいたふたりの男
の子に、勇気を出して声をかけたことで、世夏
の日常が変わり…。ひとりの少女が引っ越し先
で迎える“はじめての夏”の物語。

ひょんなことから東城大学医学部に通うことに
なった、中学3年生の曾根崎薫。洞窟で見たこ
ともない巨大な「たまご」を発見し、大事に育て
ようとするが、大人たちの謀略に巻き込まれ…。
『小説野性時代』連載を加筆・修正。

作家のそばにいっぴきの犬。坂口安吾、田
辺聖子、深沢七郎、長谷川町子、川端康成
など、50人の作家が綴った、犬にまつわる
エッセイ、詩、マンガなどを収録する。

くまのこどもが泳ぐ練習をしていると、ペンギ
ンさんたちがやってきて、すーいすいすい。
カッパさんもやってきて…。夏のおふろやさん
は、プールになります。ユーモアたっぷりの
「ぽかぽかおふろ」シリーズ第11弾。



還暦からの人生戦略 佐藤 優 ときめくカエル図鑑 高山 ビッキ
やりきる力 堀江 貴文 僕だって、大丈夫じゃない キム シヨン
オオカミは大神　2 青柳 健二 カラダの不思議としくみ入門 中島 雅美

天子蒙塵 3～4 浅田 次郎 弘法大師の世界 武内 孝善 わたしのココロにしてあげたいこと。 福永 伴子 影の不思議 ウィリアム・ヴォーン
要訣 上田 秀人 入浴は究極の疲労回復術 早坂 信哉 職業は専業画家 福井 安紀
鴨川食堂ごちそう 柏井 壽 やせる時間に食べてみた! 望月 理恵子 こじらせ美術館 ナカムラ クニオ
わるじい慈剣帖 6 風野 真知雄 花言葉花の絵図鑑 岡田 潤
かぎ縄おりん 金子 成人 日本書紀と古事記 林 順治 『世界の天変地異』 本の力 酒井 京子

発掘された日本列島　2021 文化庁 良い写真とは? ハービー・山口
硝子町 玻璃 室町は今日もハードボイルド 清水 克行 散歩が楽しくなる日本の色手帳 日本色彩学会

出絞と花かんざし 佐伯 泰英 中世は核家族だったのか 西谷 正浩 あんたはエライ! 小松 政夫
お勝手のあん 4 柴田 よしき 女と男の大奥 福田 千鶴
今読みたい太宰治私小説集 太宰 治 ロシア文化55のキーワード 沼野 充義 ひろむ
大江戸少女カゲキ団 4 中島 要 お姫様と名建築 嶽本 野ばら 50歳になりまして 光浦 靖子
幻の将軍 氷月 葵 私たちの真実 カマラ・ハリス 3分ほぐ筋ストレッチ 広瀬 統一
まぎわのごはん 藤ノ木 優 世界なんでもランキング 地球の歩き方編集室 あの人の山道具。 三栄
菓子屋横丁月光荘 4 ほしお さなえ 教養としての地理 山岡 信幸 木が創った国 中嶋 尚志
女副署長 2 松嶋 智左 国立競技場Construction 共同通信社 じゅんいちダビッドソン

作田 龍昭 木の家に住もう。 古川 泰司
村山 早紀 『こじらせ美術館』 ナカムラ クニオ

焼き天ぷら 和田 はつ子 栗村 修
源氏物語を読む 高木 和子 第二次大戦世界の戦闘機 松崎 豊一
ロデリック・ハドソン ヘンリー・ジェイムズ 私を動かす暮らしの道具 経塚 加奈子

今だから、家事のしくみを、整える 主婦と生活社

『まぎわのごはん』 藤ノ木 優
とのまりこ

買わない暮らし。 筆子
ロックミシンのソーイングテキスト クライ・ムキ
ラクしておいしい台所術 主婦の友社 上機嫌に働く67のコツ 今蔵 ゆかり

リスク大全 深津 嘉成 父ちゃんの料理教室 辻 仁成 経営者100の言葉 山口 智司
霞が関のリアル NHK取材班 パスタの本 有元 葉子 経営学の基本ゆる図鑑 平野 敦士カール

おやじキャンプ飯 馬杉 雅喜
荻原 博子 透明和菓子ごよみ 鳥居 満智栄 鈴木 博毅

移動迷宮 中央公論新社 移住。 朝日新聞出版 転職1年目の教科書 秋山 進
遅咲きの男 莫言 須藤 昌子 超一流の話し方見るだけノート 野口 敏
サハマンション チョ ナムジュ 日下部 理絵 心ゆさぶる広告コピー 岩崎 亜矢

我は、おばさん 岡田 育 『ラクしておいしい台所術』 主婦の友社
川端 有子 ひきこもっていても元気に生きる 高井 逸史 『上機嫌に働く67のコツ』 今蔵 ゆかり

大草原の小さな家で 夢中になれる小児病棟 松本 惠里
ボドキン家の強運 P.G.ウッドハウス ワクワク・ドキドキ「園庭」づくり 炭谷 将史
波 ヴァージニア・ウルフ
飢渇の人 エドワード・ケアリー 岩田 拓真
北へ エリザベス・ボウエン
蛇の言葉を話した男

無肥料栽培を実現する本 岡本 よりたか
マンガでわかる楽しい草取り 西尾 剛

スケッチジャーナル ハヤテノ コウジ カラー図鑑野菜の秘密 ジル・デイヴィーズ いざ!というとき得をする法律 vol.1 山田 剛志
人工知能が俳句を詠む オーム社 窓辺de採れたて!ミニ菜園 竹村 久生 憲法を読み解く 渋谷 秀樹
良いデジタル化悪いデジタル化 野口 悠紀雄 別れてもふたりで子育て しばはし 聡子

大野 好弘
吉岡 豊

最後に殘るのは本 工作舎 理系の「なぜ?」がわかる本 小谷 太郎 ポール・スミザー
世界を「数字」で見てみたら ブティック社 絵と図でわかるデータサイエンス 上藤 一郎 猫が歩いた近現代 真辺 将之 過敏性腸症候群の治り方 大林 正博
人間をかんがえる アルフレッド・アドラー 文系のためのめっちゃやさしい確率 倉田 博史 江戸式マーケ 川上 徹也 不腸リセット 江田 証
怒れる老人 安藤 俊介 世界の天変地異 マッティン・ヘードベリ 珍駅巡礼 西崎 さいき
ブレない私をつくる コリンヌ・スウィート ウミガメは100キロ沖で恋をする 菅沼 弘行 パッケージツアーの文化誌 吉田 春生 内海 聡

伝説の経営者たちの成功と失敗から学ぶ経営者図鑑　

パリの小さなアパルトマンで楽しむおうち時間

「コツコツ投資」が貯金を食いつぶす

「勉強しなさい」より「一緒にゲームしない？」

『室町は今日もハードボイルド』 清水 克行

出雲のあやかしホテルに就職します 10

地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方

はじめての今さら聞けないインスタグラム

マッティン・ヘードベリ

床にものを置かない!片付けの極意

らくらくメンテで長く楽しむ苔テラリウム

『すみません、2DKってなんですか?』　日下部 理絵

ポール・スミザーの「これからの庭」

簡単なのに人を惹き付けるマジック

コンビニたそがれ堂異聞 千夜一夜

小説家フランシス・ホジソン・バーネット

スティーブン・W.ハインズ

アンドルス・キヴィラフク

すみません、2DKってなんですか?

医師が教える新型コロナワクチンの正体

こまかいことを気にしないへたキャン入門

栗村修の今日から始めるスポーツ自転車生活

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

修業先の和食店を追い出された赤坂翔太は、
料理店「まぎわ」の味に感動し、店で働き始め
る。ところが、「まぎわ」はどんな病気にも対応
する食事を作る、患者専門の特別な食事処
だった。戸惑いを隠せない翔太だったが…。

歴史に残る芸術は偉大なる「こじらせ」から
生まれた!? ゴッホ、ダリなど巨匠たちのエピ
ソードを紹介する。美術鑑賞がもっと楽しく
なる、イラスト挿絵満載の美術ネタ帳。

法 律 情 報

おすすめ作りおきのワザ、道具に頼る調理法、
失敗しない電子レンジ利用法、味つけ1ルール
…。7人の料理研究家がプライベートで実践して
いる、ラクしておいしくできるごはん作りのコツ
を紹介。レシピも収録。

敷金・礼金ってなんですか? 家ってどうやって
買うんですか? 「住宅ローンを組む」ってどうい
うこと? 住宅にまつわる基本的な知識を、住宅
のプロ&お金のプロが解説する。

異常気象はなぜ起こるのか? いつ起こるの
か? 気候と世界の天候はどのように関係して
いるのか? 世界各地で見られる天変地異を迫
力ある写真で紹介し、わかりやすく解説する。

歴 史 ・ 地 理

安定してフラットな状態を保てるスキル「上機
嫌力」を身につけて、幸せに働こう! 「お辞儀
は丁寧に1回だけでいい」「会話中に相手の
名前を入れる」「仕事道具は厳選する」など、
「上機嫌力」を身につける67のコツを紹介。

総 記 ・ 哲 学

僧侶は武士を呪い殺し、農民は合戦を繰り広げ、
浮気された妻は相手の女を襲撃。中世の日本人
は実は凶暴でアナーキーだった! 自力救済、信仰
等を主題に、中世人の衝撃的な逸話の数々を紹
介。『小説新潮』連載を加筆・修正。


