
おばけとかくれんぼ 植垣 歩子
はげたかのオーランドー トミー・ウンゲラー
ちんあなごのちんちんでんしゃ 大塚 健太

大人も知らない?ふしぎ現象事典 「ふしぎ現象」研究会 いたいときのおまじない 角野 栄子
博物館のバックヤードを探検しよう! DK社 せんろをまもる!ドクターイエロー 鎌田 歩
世界でいちばん優しいロボット 岩貞 るみこ お化けの猛暑日 川端 誠
地球一周!世界の国ぐに大図鑑 アンドレア・ミルズ いろいろかえる きくち ちき
数字でわかる!こどもSDGs 秋山 宏次郎
パパラギ ツイアビ 『いたいときのおまじない』 角野 栄子
お仕事図鑑300 16歳の仕事塾
チバニアン誕生 岡田 誠
今泉先生のゆかいな動物日記 今泉 忠明
天才(ワル)すぎる生き物図鑑 早川 いくを 巨鳥の影 長岡 弘樹
ホタルイカは青く光る 阿部 秀樹 スリーピング事故物件 西澤 保彦
じぶんでよめるさかなずかん 成美堂出版編集部 しずかな夏休み キム ジヒョン もういちど 畠中 恵
ゴリラのきずな 長尾 充徳 兵諌 浅田 次郎 Phantom 羽田 圭介
キッチン実験室 オレンジページ 工藤 ノリコ 涙のあとに、微笑みを 浅田 宗一郎 ワラグル 浜口 倫太郎
たとえ悪者になっても 佐藤 真澄 白光 朝井 まかて ツタンカーメンの心臓 福士 俊哉

黒川 みつひろ QUEEN 麻生 幾 征服少女 古野 まほろ
柴田 芳作 ぶどうくん さとう めぐみ 原因において自由な物語 五十嵐 律人 忌名の如き贄るもの 三津田 信三

きちんと伝わる手紙の書きかた 1 手紙の書きかた研究会 きみとぼくがつくるもの オリヴァー・ジェファーズ 残響 伊兼 源太郎 ミラーワールド 椰月 美智子
小学生の英語のギモン相談室 ふうちゃんとミーのぼうけんのうた じんない あきこ 琉球警察 伊東 潤 仮面家族 悠木 シュン

ばけねこ 杉山 亮 兇人邸の殺人 今村 昌弘 屋根裏のチェリー 吉田 篤弘
としょかんのきょうりゅう 鈴木 まもる 零の晩夏 岩井 俊二 余命一年、男をかう 吉川 トリコ
すなのおしろ エイナット・ツァルファティ がん消滅の罠 2 岩木 一麻 ブランド 吉田 修一
ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた かずひこ 猫弁と鉄の女 大山 淳子 アヤとあや 渡辺 優
コップのすいえい 二宮 由紀子 Butterfly World 岡崎 琢磨 夏井いつきの俳句道場 夏井 いつき
楽園のむこうがわ ノリタケ ユキコ 花束は毒 織守 きょうや
いっしょなら ルーク・アダム・ホーカー 医学のつばさ 海堂 尊 『ワラグル』　 浜口 倫太郎

オリオンの上 有島 希音 聖徳太子と蘇我入鹿 海音寺 潮五郎
きっと、大丈夫 いまた あきこ 『としょかんのきょうりゅう』 鈴木 まもる 亜ノ国ヘ 柏葉 幸子
ぼくらは森で生まれかわった おおぎやなぎ ちか 噂を売る男 梶 よう子
チョコレートのおみやげ 岡田 淳 バニラな毎日 賀十 つばさ
てんこうせいはおはなしやさん 北川 チハル 道化むさぼる揚羽の夢の 金子 薫
時計がない! 小松原 宏子 サイレント 黙認 神津 凛子
ランペシカ 菅野 雪虫 チンギス紀　11 北方 謙三
妖怪一家の時間旅行 富安 陽子 ロータスコンフィデンシャル 今野 敏
さよならのたからばこ 長崎 夏海 たまごの旅人 近藤 史恵 逝ってしまった君へ あさの ますみ
ルビと子ねこのワルツ 野中 柊 霧をはらう 雫井 脩介 こどもは古くならない。 糸井 重里
ホカリさんとなつのともだち はせがわ さとみ 高校生からはじめるプログラミング 吉村 総一郎 月の淀む処 篠 たまき 老いの道楽 曾野 綾子
闇に光る妖魔 森川 成美 食べものから学ぶ世界史 平賀 緑 星のように離れて雨のように散った 島本 理生 作家は時代の神経である 高村 薫
コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン 自分のミライの見つけ方 児美川 孝一郎 明日は結婚式 小路 幸也 渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田 壽賀子
スパイ・バレリーナ ヘレン・リプスコム 生きる力ってなんですか? 齋藤 孝 水たまりで息をする 高瀬 隼子 メランコリック・サマー みうら じゅん

14歳からの新しい音楽入門 久保田 慶一 まぜるな危険 高野 史緒 イン・マイ・ライフ 吉本 由美

『時計がない!』　 小松原 宏子 カマラ・ハリス・ストーリー 西海 コエン 紅きゆめみし 田牧 大和
硝子の塔の殺人 知念 実希人 『イン・マイ・ライフ』 吉本 由美

蔵間 サキ オーバーヒート 千葉 雅也
スウィートホーム 花里 真希 北条氏康 2 富樫 倫太郎
Fができない 升井 純子 能面検事の奮迅 中山 七里
水族館ガール　8 木宮 条太郎 革命キッズ 中路 啓太

『Fができない』 升井 純子 『バニラな毎日』　 賀十 つばさ

てがみがきたなきしししし 網代 幸介
もりの100かいだてのいえ いわい としお 地産外商 石碕 修二

コロナに負けない新時代 北村　隆雄
岩田 明子 ゲゲゲの女房の「長寿力」 武良 布枝

ばけばけばけばけばけたくん　かみなりの巻

『地球一周!世界の国ぐに大図鑑』 アンドレア・ミルズ

意味がわかると鳥肌が立つ話　続

図画工作deたのしい作品づくり ちぎり紙・きり紙・はり絵

NHK「基礎英語0」制作班

ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック

恐竜トリケラトプスとティラノクイーン

日 本 の 文 学 ・ 小 説

洋菓子店を閉じるはめになった白井の前に、常
連客だったマダムが現れた。次の借主が決まる
まで厨房を貸して欲しいという。そこで彼女が始
めたのは、「悩みがあること」が参加条件という
風変わりなお菓子教室で…。

7/22～8/21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 9月号

郷 土

図書館で大きな本を見つけた兄妹。表紙を開
いてみると、そこは恐竜のいる世界だった! い
ろいろな恐竜たちを、今いる動物と比べなが
ら見ていくと…。恐竜がどんな生きものだった
のかを知ることができる、楽しい絵本。

年末の漫才日本一を決めるKOM(キングオブ漫
才)敗者復活戦で敗れた上にコンビも解散。そ
れでも漫才を続けたかった凛太は、死神の異名
を取る謎の構成作家ラリーの元を訪れるが…。
笑いと涙と戦慄の起死回生物語。

世界全196カ国から、北極・南極、海外領土ま
でを網羅し、オリジナル地図や写真とともに、
文化、習慣、食、女性の権利、環境問題、オ
リンピック選手、人気ミュージシャンなどを紹
介する。

ミコの10歳の誕生日の朝、世界中から時計が
消えた! ミコの大事なめざまし時計「りんりんちゃ
ん」も見当たらない。そんななか、ふしぎな転校
生・時野メグミがやってきた。メグミは時計がなく
ても時間がわかるといって…。

直大にとって中学のスタートは大きな壁。そん
な彼に「Fができるようになったら、教えてやる
よ」と7歳年上の兄がギターをくれた。ギター
コードを覚え始めると、クラスのカイトが「バンド
できんじゃない」と言いだして…。

年をとるって、かくも愉しく忙しい。スタイリ
ストとして『アンアン』『オリーブ』『クロワッサ
ン』の草創期を駆け抜けた半生と、熊本で
はじめた62歳からの仕事と暮らしについて
綴る。

ぷんぷん怒っているアコちゃんが石ころを蹴
とばすと、シロクマさんにぶつかってしまいま
した。大きなこぶができて泣きそうなシロクマ
さん。困ったアコちゃんは、とっておきのおま
じないをして…。



あえるよ!山と森の動物たち 今泉 忠明 青天を衝け　後編 大森 美香

吉野 雄輔 JTBパブリッシング
菜の花食堂のささやかな事件簿 4 碧野 圭 きっと誰かに教えたくなる蚊学入門 一盛 和世
越後・親不知翡翠の殺人 梓 林太郎 山舩 晃太郎 海獣学者、クジラを解剖する。 田島 木綿子 宝島社
術策 上田 秀人 歴史のミカタ 井上 章一 漢方的おうち健診 櫻井 大典 タープワーク 荒井 裕介
勘定侍柳生真剣勝負　4 上田 秀人 今に息づく江戸時代 大石 学 開かれたパンドラの箱 今井 眞一郎 やってみよう!車中泊 大橋 保之
鼠子待の恋 小杉 健治 太平洋戦争への道1931-1941 半藤 一利 魔法のトイレ体操 小林 弘幸 CAMP ソトレシピ
声なき蟬 上・下 佐伯 泰英 人生斯くの如くか 永峯 清成 ストレス脱出レシピ 姫野 友美 海釣り完全読本 TSURINEWS
准教授・高槻彰良の推察　EX 澤村 御影 ネオ・ヒューマン 英語の思考法 井上 逸兵
神様の果物 篠 綾子 旅立つには最高の日 田中 真知 小野 江里子 音読JAPAN 浦島 久
隠れの子 小路 幸也 福沢諭吉が見た150年前の世界 福沢 諭吉
暗夜鬼譚 8 瀬川 貴次 死を喰う犬 小林 みちたか 『ストレス脱出レシピ』 姫野 友美 『CAMP』 ソトレシピ
なんきん餡と三角卵焼き 高田 在子
ゴーストタウン冥界のホームズ 竹清 仁
新・入り婿侍商い帖 1 千野 隆司
寒月に立つ 辻堂 魁
ふるさと美味旅籠 出水 千春
父子(おやこ)剣躍る 鳥羽 亮
脳科学捜査官真田夏希 9 鳴神 響一
最後の晩ごはん 16 椹野 道流
千里眼ノン=クオリアの終焉 松岡 圭祐 プラモはじめます! 香坂 きの
ランチタイムのぶたぶた 矢崎 存美 神野 沙樹
カラスの祈り 吉川 英梨 他者の靴を履く ブレイディみかこ ベアーズ 起業の仕方見るだけノート 今井 孝
わらべうた 宮部 みゆき ディープステート 馬渕 睦夫 無印良品ではじめる新しい習慣 水谷 妙子

決断力 橋下 徹 はじめての手作り小物 かっぱ 浅川 智仁

『ふるさと美味旅籠』 出水 千春 経済のトリセツ 山形 浩生 きちんと伝える全技術 唐沢 明
21世紀の経済政策 浜田 宏一 吉木 伸子 個人事業の経理と節税 益田 あゆみ

自分ごはん時々おやつ 瀬戸口 しおり ビジネスマナー講座 田巻 華月
小林 亮 こころが整う台所 高木 ゑみ ビジネススキル図鑑 堀 公俊

水を招く 中山 博喜 自由にはたらく副業アイデア事典 中野 貴利人
ひとり起業家大辞典 Rashisa出版 佐藤 ひろ子
大恐慌の勝者たち 玉手 義朗 自分軸のインテリア 主婦の友社

自分で名付ける 松田 青子
中山 理 じママの全力おうち遊び じママ

心経 閻 連科 コロナ貧困 藤田 孝典
小さきものたちのオーケストラ チゴズィエ・オビオマ 自然災害から身を守る知恵 伊藤 佳子 『自分軸のインテリア』 主婦の友社
幸いなるハリー イーディス・パールマン スマホで防災 宮下 由多加
行く、行った、行ってしまった ジェニー・エルペンベック 「音」からひろがる子どもの世界 吉永 早苗
身内のよんどころない事情により ペーター・テリン どの子も違う 中邑 賢龍
ベケット氏の最期の時間 マイリス・ベスリー 北前船が運んだ民謡文化 三隅 治雄
われらが痛みの鏡 上・下 ピエール・ルメートル

『スマホで防災』　 宮下 由多加 新屋 真摘

桑原 亜矢子
今すぐ使えるかんたんGmail入門 技術評論社編集部 農家が教えるタネ採り・タネ交換 農文協 おひとりさまの終活 神田 紀久男
Googleサービスが完璧にわかる本 メディアックス スポーツと法 早川 吉尚

大橋 明子
原 早苗 野菜がおいしくなるクイズ 緒方 湊

学校図書館を彩る切り絵かざり　2 CHIKU 花と緑のある暮らし。 マガジンハウス
わたしのなつかしい一冊 池澤 夏樹 いまこそ使いたい時刻表活用術 木村 嘉男 最悪の予感 マイケル・ルイス
ブックセラーズ・ダイアリー ショーン・バイセル 3時間でわかる物理 ニュートンプレス ひとりディズニー50の楽しみ方 みっこ

数学ガールの物理ノート 結城 浩
ポプ担 恐竜研究の最前線 マイケル・J.ベントン

博物館の世界 栗原 祐司
生きる力ってなんですか? 齋藤 孝 石浦 章一 天のすべりだい スズキ コージ 山口 晃二
Hawaii神秘の物語と楽園の絶景 森出 じゅん OCEAN LIFE スミソニアン協会 ちいさなぬくもり 森本 俊司 長生きする体操 劉 勇

70歳からのゆる～い筋トレ&ストレッチ

青森の八戸にある小さな本屋さんの猫がかわいいポップの本

沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う

ピーター・スコット‐モーガン

世界でいちばん素敵なSDGsの教室

日本人はなぜ欠けた茶碗を愛でるのか

小説みたいに楽しく読める生命科学講義

お家でとことん楽しむ!東京五輪ぜんぶ

薬に頼らないアロマ的セルフケアレシピ

観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培

ほんとうにおいしい生地でつくるドーナツレシピ77

『沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う』 山舩 晃太郎

「社会人になるのが怖い」と思ったら読む会社の超基本

一番トクする住宅ローンがわかる本　'21～'22年版

相続と贈与がわかる本　'21～'22年版

『自由にはたらく副業アイデア事典』 中野 貴利人

全国85劇場ミニシアターのある街へ。どうしてそうなった!?海の生き物 1

ネット・SNSの危険から子どもを守れ!

仕事ができる人は、3分話せばわかる

美容皮膚科医が教える大人のヘアケア再入門

暮らしが本当にラクになる!ベアーズ式家事

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

技 術 ・ 家 庭

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学

品川の小さな旅籠「虎屋」のひとり娘・明日葉の
飼い猫が、隣の旅籠の平蔵が大切にしている
砂絵を台無しにしてしまった。元通りに直すよう
脅された明日葉は、描いた京の高僧・善空をふ
るさとの料理で歓待しようとするが…。

キャンプ道具の選び方、テントサイトの作り
方、キャンプ料理の楽しみ方やキャンプの
遊び方など、家族でキャンプを楽しむための
情報を写真満載で紹介する。ファミリーキャ
ンプにおすすめのキャンプ場も収録。

健 康 長 寿

法 律 情 報

視点を自分基準に戻してインテリア迷子を卒業
しよう。ひとり暮らしをしている3人と、ふたり暮
らしをしている3組の部屋をとりあげ、それぞれ
の「暮らしの軸」から見える心地いい部屋のつ
くり方とより抜き品を紹介する。

地震速報の受信、家族の安否確認…。スマホ
を防災ツールとして活用するテクニックを、詳
しい利用手順とともに紹介する。
iPhone/Android両対応。コピーして使える切り
取り式の「わが家の防災カード」なども収録。

そのストレス、実は脳の栄養不足です! 心療
内科医・姫野友美が、ストレスの原因と脱出
方法を解説し、ストレスをためない心と体をつ
くる簡単レシピを伝授。各レシピにストレス脱
出ポイントを表示します。

歴 史 ・ 地 理

忙しい人も、時間がある人も、できる副業が必
ずある。9つのカテゴリに分けて100の職種を
紹介。案件の単価やはじめ方、必要なスキル
や成功させるコツ、その職業の良い点と残念
な点、継続するためのアドバイスなどを示す。

総 記 ・ 哲 学

イタリアのドブ川で超レア古代船を掘り出し、ギリ
シャの離島で水深60mの沈没船の記録作業をし、
コスタリカでは地元で「海賊船」と噂される船の正
体を推理…。水中考古学者が、発掘現場のリアル
を紹介する。


