
妖怪俳句 石津 ちひろ
しあわせをさがしているきみに エヴァ・イーランド
くろねこのほんやさん シンディ・ウーメ

ここはいつでもぼくの場所 埜納 タオ 秋 かこ さとし
世界のふしぎ断面図鑑 めんぼうズ かねこ まき
子どもテツガク 小川 仁志 ぼくはほんやさんになる 菊池 壮一

たいせつなぎゅうにゅう キッチンミノル
エレナ・ファヴィッリ

ジェンナー 十常 アキ 『くろねこのほんやさん』 シンディ・ウーメ
開廷!こども裁判 山崎 聡一郎

しみず だいすけ
世界のことわざ 時田 昌瑞 ヤスの本懐 原 宏一
わくわく科学実験図鑑 クリスタル・チャタトン 透明な螺旋 東野 圭吾

おなじ星をみあげて 名画小説 深水 黎一郎
小林 正寿 しらすどん 最勝寺 朋子 表札 石垣 りん 執行 深谷 忠記

ふしぎ!光る生きもの大図鑑 近江谷 克裕 はじめてのどうぶつえほん 新宅 広二 二魂一体の友 萩原 朔太郎 翡翠色の海へうたう 深沢 潮
からだのふしぎなぜ?どうして? 坂井 建雄 おやすみとおはようのあいだ スギヤマ カナヨ 眠れないほどおもしろい平家物語 板野 博行 アフター・サイレンス 本多 孝好

ぼくは川のように話す ジョーダン・スコット 追憶の烏 阿部 智里 共犯者 三羽 省吾
橋爪 智之 子どもの本で平和をつくる キャシー・スティンソン 川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬 まる ヴァイタル・サイン 南 杏子

目でみるアスリートの図鑑 稲葉 茂勝 まーるいまーるい せな けいこ みとりねこ 有川 ひろ さみだれ 矢野 隆
ケイン、きょうもよろしくね! ソン ギヨク フィッシュボーン 生馬 直樹 ばにらさま 山本 文緒

『子どもテツガク』 小川 仁志 うちのねこ 高橋 和枝 炎上フェニックス 石田 衣良 鷗外青春診療録控 山崎 光夫
すいめん 高久 至・文 おまえなんかに会いたくない 乾 ルカ ゴースト・ポリス・ストーリー 横関 大
としょかんはどこへ? ジョシュ・ファンク 幻月と探偵 伊吹 亜門 死者にこそふさわしいその場所 吉村 萬壱
いちにちだじゃれ ふくべ あきひろ 万事オーライ 植松 三十里 パラダイス・ガーデンの喪失 若竹 七海
ぱったんして 松田 奈那子 バスクル新宿 大崎 梢 オーラの発表会 綿矢 りさ
おまたせまちあわせ 宮野 聡子 青天を衝け 3 大森 美香

科学でナゾとき! 2 あさだ りん 影踏亭の怪談 大島 清昭 『透明な螺旋』　 東野 圭吾
時間割男子 6 一ノ瀬 三葉 『おまたせまちあわせ』 宮野 聡子 熱風団地 大沢 在昌
どっちでもいい子 かさい まり とにもかくにもごはん 小野寺 史宜
かげろうのむこうで 斉藤 洋 本好きの下剋上 第5部6 香月 美夜
みちのく妖怪ツアー 4 佐々木 ひとみ 地中の星 門井 慶喜
青空晴之助　その1 杉山 亮 アイアムマイヒーロー! 鯨井 あめ
家族セッション 辻 みゆき カラ売り屋vs仮想通貨 黒木 亮
イナバさんと雨ふりの町 野見山 響子絵 アイスクライシス 笹本 稜平
四つ子ぐらし 9 ひの ひまり 邪教の子 澤村 伊智
ここではない、どこか遠くへ 本田 有明 時空犯 潮谷 験 女性に関する十二章 伊藤 整
みんなのためいき図鑑 村上 しいこ 楽園のアダム 周木 律 今日でなくてもいい 佐野 洋子
ようかいじいちゃんあらわる 最上 一平 白木 夏子 死体の汁を啜れ 白井 智之 死は最後で最大のときめき 下重 暁子
わたしは夢を見つづける 学校の役割ってなんだろう 中澤 渉 帆神 玉岡 かおる ねじねじ録 藤崎 彩織
キケンな修学旅行 ジェニファー・キリック 古代文明と星空の謎 渡部 潤一 ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな
ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング 国語をめぐる冒険 渡部 泰明 聖刻 堂場 瞬一 『ねじねじ録』 藤崎 彩織
暗号クラブ 19 ペニー・ワーナー やさしい猫 中島 京子

齋藤 孝 嗤う淑女二人 中山 七里
『イナバさんと雨ふりの町』　 野見山 響子絵 なぜ世界を知るべきなのか 池上 彰 教場X 長岡 弘樹

しんどい時の自分の守り方 増田 史 死物語 上・下 西尾 維新
恐竜学者は止まらない! 田中 康平 推理大戦 似鳥 鶏
キャプテン ちば あきお 逆玉に明日はない 楡 周平
都会(まち)のトム&ソーヤ　18 はやみね かおる 邯鄲の島遙かなり 上 貫井 徳郎

『キャプテン』 ちば あきお 『逆玉に明日はない』　 楡 周平 眠りの航路 呉 明益
骨を引き上げろ ジェスミン・ウォード
地上で僕らはつかの間きらめく オーシャン・ヴオン

あおいさばくで あさか さゆみ 闇の魔法学校　Lesson1 ナオミ・ノヴィク
いただきまーす accototo TOKYO REDUX デイヴィッド・ピース
オレじてんしゃ! 石井 聖岳 ジャスト・ライク・ヘヴン ヴィルジニー・デパント

スティーブン・ビースティー

世界を舞台に輝く100人の女の子の物語

ジャクリーン・ウッドソン

るるぶあそんでおぼえるおでかけマナー　週末編

お天気キャスターが教えるふしぎなお天気のいろいろ ジャック・ゴールドスティン

ずかん美しい世界の線路　ヨーロッパ編

ファッションの仕事で世界を変える

本当の「心の強さ」ってなんだろう?

日 本 の 文 学 ・ 小 説

商社マン・是枝昭憲は、食品メーカーMGFのオー
ナー社長の長女と見合いし結婚。生まれた息子
は跡取りとして義父の養子に取られ、用済みの
昭憲は強制離婚。ところがMGFに絶体絶命の危
機が…。『小説宝石』連載を加筆修正。

8/22～9/21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 10月号

「あれ?たあくん、どこにいるんだろう?」「あれ?
すみくんがいないなあ。どこだろう?」 ふたりは
なんどもまちあわせの約束をしますが、なか
なか会えなくて…。あわてんぼうとのんびりや
の、なかよしこぐまのお話。

愛する人を守ることは罪なのか―。房総沖で男性
の遺体が見つかり、失踪した恋人の行方をたど
ると、関係者として天才物理学者の名が挙がった。
草薙は、横須賀の両親のもとに滞在する湯川学
を訪ねるが…。

深く考える力を身につければ、どんなことも乗
り越えられるようになる。子どもが深く考える
ことを習慣化できるよう、「どうしていじめる
の?」「仕事って大変?」など、86の問いを掲載
する。

ぼんやりした性格のせいか、たまに普段と違う、
ちょっとずれた世界に足を踏み入れてしまう白
ウサギのイナバさん。スーパーマーケットに行く
はずが…。ゆるキャラ・イナバさんの一歩、世界
をはみ出す物語。全3話を収録。

中学時代、名門・青葉学院との死闘で、谷口タ
カオは指に怪我を負い、ボールを握ることがで
きなくなっていた。高校進学後、一度は野球を
あきらめようとした谷口だったが…。名作野球
マンガの小説版、高校野球編。

子育て、見えない敵、緊張との関係…。
SEKAI NO OWARIメンバー・藤崎彩織が、文
章でしか出せなかった本音とエピソードを
綴った、鋭く優しくユーモアに満ちたエッセイ
集。『日本経済新聞』ほか掲載を書籍化。

本を読むことが何よりも好きなくろねこ。ある
日、町で小さくてかわいい子どもの本屋さん
を見つけたくろねこは、お店のお手伝いをす
ることに。くろねこの本屋さんはやがて町中に
知れ渡り、大人気になりますが…。



時間の日本史 佐々木 勝浩
ときめく鉱物図鑑 宮脇 律郎
ときめくコケ図鑑 田中 美穂

あなたの後ろにいるだれか 恩田 陸 逆説の日本史 26 井沢 元彦 国宝の地図帳 辰巳出版
追慕 稲葉 稔 地名で語る「日本の歴史」授業 高橋 茂樹 梁井 貴史
羆(くま)撃ちのサムライ 井原 忠政 知られざる古墳ライフ 譽田 亜紀子 なぜ眠るのか 海野 弘
術策 上田 秀人
汝(きみ)よさらば 5 門田 泰明 後藤 寿一 岡田 慎一郎 アンディ・ウォーホル
灰いろの鴉 櫛木 理宇 効かせるヨガの教科書 中村 尚人 まるごと馬場のぼる 馬場 のぼる
幸くらべ 倉阪 鬼一郎 白石 あづさ ムスコ物語 ヤマザキ マリ
めだか、太平洋を往け 重松 清 世界でいちばん幸せな男 エディ・ジェイク 櫻井 大典 世界ピクト図鑑 児山 啓一
隠れの子 小路 幸也 都会の異界 高橋 弘樹 大事なものから捨てなさい 中村 メイコ
後宮の烏 6 白川 紺子 地名の真実 地名の謎研究会 『効かせるヨガの教科書』 中村 尚人 おかえりモネ Part2 安達 奈緒子
あきない世傳金と銀 11 高田 郁 細田守とスタジオ地図の10年 キネマ旬報社
金の鰯 千野 隆司 『知られざる古墳ライフ』 譽田 亜紀子 ウチダメンタル 内田 篤人
大殿の顔 千野 隆司 闇を泳ぐ 木村 敬一
落暉(ゆうひ)に燃ゆる 辻堂 魁 捨て駒なし!はじめての3手詰 甲斐 日向
チェンジ 堂場 瞬一 みんなのドイツ語 荻原 耕平
のっとり藤兵衛 鳥羽 亮
ストレイドッグス 樋口 明雄
残り香 藤井 邦夫
ほろよい読書 織守 きょうや こびとの世界 Mozu
京都寺町三条のホームズ 17 望月 麻衣
焼肉で勝負! 山口 恵以子 パクスなき世界 日本経済新聞社 滝沢 秀一
密約の核弾頭 上・下 マーク・キャメロン 新・21世紀の人権 江原 由美子
万葉集に出会う 大谷 雅夫 公務員の動画作成術 佐久間 智之 ビル・ゲイツ
法医学者の使命 吉田 謙一 哲さんの声が聞こえる 加藤 登紀子 歴史作家の城めぐり 伊東 潤
学校ってなんだ! 工藤 勇一 プロセスエコノミー 尾原 和啓 魔法のクローゼット くぼしま りお
物語パリの歴史 福井 憲彦 言い返さない日本人 山久瀬 洋二 暮らしが変わる時短家事 かおり

モヤる言葉、ヤバイ人 アルテイシア ミニマリストの愛用品 宝島社 鈴木 眞里子

『ほろよい読書』 織守 きょうや 限界から始まる 上野 千鶴子 yulaの刺繡 yula ビジネスマナーの解剖図鑑 北條 久美子
防災BOOK マガジンハウス 編み物始めてみました! fumifumi

味・香り「こつ」の科学 川崎 寛也 グロービス
ポット編集部 日本が誇る絶品の食遺産100 小林 しのぶ ワーキングマザーで行こう! 原田 諭貴子

モンテッソーリおりがみ 藤崎 達宏 食堂あさごはんのレシピ 中井 エリカ
名画のドレス 内村 理奈 和えもの春夏秋冬 ワタナベ マキ 綾
世界のグルメ図鑑 まいにちの漬け物 ませき じゅんこ
山田全自動の懐かしあるある 山田 全自動 栗のお菓子づくり 今井 ようこ

つつまし酒 パリッコ
荒俣 宏 小さい部屋で心地よく 建築家二人暮らし

世界のふしぎなことわざ図鑑 北村 孝一 男も育休って、あり? 羽田 共一
使命　吉田喜久代 佐々木　美幸

『魔法のクローゼット』 くぼしま りお
小早川 秋聲

大空放哉 足立　悦男

菅原 隆行
お母さんの賢い贈与 黒木会計

おとなのプログラミング入門 ジャムハウス編集部
できるChromebook 法林 岳之 若林 美佳
図書館を語る 山崎 博樹
名著のツボ 石井 千湖 長く楽しむお部屋の植物 境野 隆祐
ミュージアムグッズのチカラ 大澤 夏美 二間瀬 敏史
世にも奇妙な博物館 丹治 俊樹 アカデミアを離れてみたら 岩波書店編集部 岩下 理恵 達人が教える　2 北海道新聞社
わたしたちはなぜ笑うのか 中山 元 フェレット飼育バイブル 田向 健一

いっくん 浦長瀬 昌宏
中村 恒子 最強に面白い!!数学パズル ニュートンプレス 辰巳出版 病院にピットイン! 岸田 徹

366日絵のなかの部屋をめぐる旅

肺炎・ウイルス感染症にならないのど・鼻の粘膜の整え方

図解住宅ローンのしくみと新常識

図解福祉の法律と手続きがわかる事典

Instagramあたらしい商品写真のレシピ

『366日絵のなかの部屋をめぐる旅』　海野 弘

パソコン仕事最速操作完全ガイド

『ワーキングマザーで行こう!』　原田 諭貴子

どっちがどっちまぎらわしい生きものたち

いちばんよくわかる!猫の飼い方・暮らし方

パトリシア・S.ダニエルズ

保育で楽しむどんぐり落ち葉まつぼっくり製

地図でスッと頭に入る昭和と近現代史

不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方

地球の未来のため僕が決断したこと

日本カンパニーキャラ&シンボル大全
数学クラスタが集まって本気で大喜利してみた

日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話

地球の歩き方編集室集
御朱印でめぐる山陰山陽の神社

小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌(レクイエム)

アラマタヒロシの日本全国妖怪マップ

腰痛ひざ痛が消えるつま先の使い方

地球の歩き方編集室集

アンディ・ウォーホルのヘビのおはなし

入社1年目から差がつく問題解決練習帳

毎日の食事で心と体をととのえる漢方ごはん

世界が面白くなる!身の回りの科学

お天道様は見てる尾畠春夫のことば

『世界のふしぎなことわざ図鑑』　北村 孝一

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

今をときめく作家達が「お酒」にまつわる人間ド
ラマを描いた心うるおす短編集。坂井希久子
「初恋ソーダ」、額賀澪「醸造学科の宇一くん」、
原田ひ香「定食屋「雑」」など、全5編を収録。
『小説推理』掲載を文庫化。

郷 土

フェルメール、マティス、ハマスホイなど巨匠
たちの名画から、北欧やアメリカ、ロシアな
どの知られざる名作まで366の室内画を紹
介。各作品のテーマやモチーフ、画家につ
いてわかりやすく解説する。

法 律 情 報誰もが憧れる美しい86歳。角野栄子スタイルは、
娘がコーディネートしていた。気持ちが前向きに
なる色合わせ、安全で動きやすく機能的なデザ
イン…。大人になった娘と母のためのファッショ
ン・ブック。

猫に小判、急がば回れ…。短い文なのに、聞く
人の注意をひきつける「ことわざ」。80の日本の
主なことわざを解説するとともに、内容の似て
いる世界のことわざをそれぞれ3つずつ集め、
その国の言葉で示し、説明を付す。

伝統ヨガを体の構造や動きにかなった運動学
の視点でとらえ直し、ヨガの恩恵を最大限に
引き出す「効かせるポイント」をわかりやすく
解説する。太陽礼拝と37の基礎ポーズの動
画を視聴できるQRコード付き。

歴 史 ・ 地 理

「ママはどうしてお仕事しないの?」と、子どもか
ら言われる時代の「ワーママ」マニュアル。仕
事探しのツールや職務経歴書の実例見本を
紹介し、緊張しない面接への挑み方、そして仕
事をすることの意義を解説する。

総 記 ・ 哲 学

古墳人はどのように暮らしを営み、どんな社会を
つくりだしたのか。そして古墳はなぜつくられなく
なったのか。想像する以上にドラマティックで激
動の時代である古墳時代について、イラストとと
もに紹介する。


