
すずりくん 青柳 貴史
あたまにかきのき いもと ようこ
みんなおやすみ かきもと こうぞう

6さいからつかえるパソコン たにぐち まこと たいようがわらってる 川平 慈英
キツネくんとツルくん 木坂 涼

小杉 みのり おもちゃびょういん 木島 誠悟
おべんとうバスのかくれんぼ 真珠 まりこ

小林 知之 ねえ、きいてみて! ソニア・ソトマイヨール
とってもわくわく!するはなし ロビー・H.ハリス
ずかん世界のくつ・はきもの 鈴木 絵美留

前川 佳代
星空教室 藤井 旭 北緯43度のコールドケース 伏尾 美紀
もしもロボットとくらしたら 山本 省三 二十一時の渋谷で 古内 一絵
すぐにできる手品 ナポレオンズ 困ったときは再起動しましょう 柾木 政宗

ノーベル文学賞のすべて 都甲 幸治 N 道尾 秀介
都竹 真有美 たかい よしかず 20の古典で読み解く世界史 本村 凌二 三国志名臣列伝　魏篇 宮城谷 昌光

無人島の迷路 香川 元太郎 ポッポポーン たまむら さちこ 百人一首の歴史学 関 幸彦 子のない夫婦とネコ 群 ようこ
10歳からの伝える力 齋藤 孝 おじさんのぼうしはどこいった? ジョアン・L.ノドセット 虚空へ 谷川 俊太郎 老虎残夢 桃野 雑派

おばけのまんまる ひろた だいさく 舞風のごとく あさの あつこ 偽恋愛小説家、最後の噓 森 晶麿
くすのきだんちのおとなりさん 武鹿 悦子 翼の翼 朝比奈 あすか 本が紡いだ五つの奇跡 森沢 明夫
ロサリンドとこじか エルサ・ベスコフ ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎 開城賭博 山田 正紀
いのちのやくそく 三浦 浩 旅のない 上田 岳弘 明日、世界がこのままだったら 行成 薫
ふしぎなヒーローやさん みやにし たつや 人類最初の殺人 上田 未来 ミカエルの鼓動 柚月 裕子
きつね 柳田 国男 子供は怖い夢を見る 宇佐美 まこと ルパンの絆 横関 大
そらをとびたい 山本 直洋 月と日の后 冲方 丁 月夜の羊 吉永 南央

ぼくらのスクープ 赤羽 じゅんこ きみはたいせつ クリスチャン・ロビンソン 涅槃　上・下 垣根 涼介 オリンピックにふれる 吉田 修一
オンライン!　22 雨蛙ミドリ さよならも言えないうちに 川口 俊和
カイとティム影の国のぼうけん 石井 睦美 『ポッポポーン』 たまむら さちこ 砂に埋もれる犬 桐野 夏生 『本が紡いだ五つの奇跡』　 森沢 明夫
パパはカッパか!? 中山 聖子 老い蜂 櫛木 理宇
シンデレラ階段は知っている 藤本 ひとみ たそがれ大食堂 坂井 希久子

ブルースRed 桜木 紫乃
山口 理 輝山 澤田 瞳子

恋する昭和 芝木 好子

『ぼくらのスクープ』　 赤羽 じゅんこ アルテミスの涙 下村 敦史
廃遊園地の殺人 斜線堂 有紀
EV 高嶋 哲夫

俳句のきた道 藤田 真一 あかずの扉の鍵貸します 谷 瑞恵 土になる 坂口 恭平
はじめての精神医学 村井 俊哉 硝子の塔の殺人 知念 実希人
「日本」ってどんな国? 本田 由紀 トリカゴ 辻堂 ゆめ 曽野 綾子
16歳からの経済学 根井 雅弘 7.5グラムの奇跡 砥上 裕將 仲野教授の笑う門には病なし! 仲野 徹
見た目が気になる 河出書房新社 転がる検事に苔むさず 直島 翔 ベスト・エッセイ　2021 日本文藝家協会

大正浪漫 NATSUMI 定形外郵便 堀江 敏幸
芝 高太郎 邯鄲の島遙かなり　中 貫井 徳郎 僕たちはどう生きるか 森田 真生

小野 英一 世界一やさしい依存症入門 松本 俊彦 女子大小路の名探偵 秦 建日子 あのころなにしてた? 綿矢 りさ
すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本 ねんねママ どうぶつ英語フレーズ大集合! 河本 望 果ての海 花房 観音

文豪たちの友情 石井 千湖 燃える息 パリュスあや子
ライブラリー・ツインズ 日野 祐希 居酒屋「一服亭」の四季 東川 篤哉
ドリトル先生の月旅行 ヒュー・ロフティング 国萌ゆる 平谷 美樹
エチュード春一番　第3曲 荻原 規子 カミサマはそういない 深緑 野分

『文豪たちの友情』 石井 千湖

出雲世界紀行 野村 進
くまがうえにのぼったら アヤ井 アキコ 戦国の城 香川 元太郎

『すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本』　ねんねママ

『おべんとうバスのかくれんぼ』　真珠 まりこ

時代をきりひらいた日本の女たち

世界の国が好きになる国旗図鑑

古典がおいしい!平安時代のスイーツ

試合で勝てる!小学生のドッジボール上達のコツ

介助犬チェリーのパピーウォーカー

ようかいむらのずんちゃかおんがくかい

『6さいからつかえるパソコン』　たにぐち まこと

子どもが体調悪いとき、どうしたらいいの?
世界一わかりやすい医学部小論文・面接の特別講座

90歳、こんなに長生きするなんて。

『あかずの扉の鍵貸します』　谷 瑞恵

『仲野教授の笑う門には病なし!』　仲野 徹

日 本 の 文 学 ・ 小 説

火事で家族を失った朔実は、幻堂設計事務所、
通称「まぼろし堂」を訪れる。複雑な造りのその
館には、時空を超えて潜めておきたい、さまざま
な「人の歴史」が預けられていて…。『青春と読
書』連載を加筆し単行本化。

9/18～10/20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 11月号

郷 土

おべんとうのおかずたちが、かくれんぼをして
います。みかんちゃんがおにです。木のかげに
隠れているのはだあれ? ハンバーグくん、みい
つけた! チューリップの花の近くに隠れている
のはだあれ?

仕事がなかなかうまくいかない女性編集者の最
後のチャレンジで実現した新作小説。その小説が
人々を気持ちを奇跡のように紡いでいく…。本に
関わった5人の物語。『小説現代』連載を単行本
化。

パソコンの電源の入れ方から、キーボード
入力、インターネットの使い方、ズームへの
参加、動画編集、プログラミングまで、わか
りやすく説明します。

新聞係になって学級新聞を作ることにしたイ
ダッチ。相棒は、変わりものの「魔王」。スクー
プを追い求め、真実を新聞にのせたいイダッ
チに、魔王は「ものの見方は人によって違うか
ら、真実も人によって違う」と言い…。

佐藤春夫と堀口大學は仲良しすぎて男色関係を
疑われた? 室生犀星と萩原朔太郎の出会いは最
悪だった? 国木田独歩と田山花袋は同居していて
もケンカばかり? ややこしくて美しい、文豪たちの友
情を紹介する。立東舎 2018年刊の改訂増補。

まもなく定年を迎える医学部教授による、オ
モロくて知的なエッセイ集。本職である医学
や教育から、僻地旅行や趣味の義太夫まで、
多岐にわたる内容の77編を収録。『日本医
事新報』連載を加筆・修正し単行本化。

子 育 て 支 援

赤ちゃんの夜泣きや寝かしつけに悩む人に向
けて、寝かせるつもりで起こしてしまうNG行為、
赤ちゃんが快適に眠れる条件、赤ちゃんがどん
どん寝たくなる前準備などを紹介。寝かしつけ
の「困った」100問100答も収録。

あおぞらぐみの今日のおやつは、先生が目の前
でつくるポップコーン。みんなで楽しく食べたあと、
お皿に残っていたのは、不思議な色と形の「た
ね」。それを植えてみたら…。



片野 優
サウナのトリセツ 小林 弘幸

狐色のマフラー 赤川 次郎 ふるさと広島今昔散歩 生田 誠 おうちストレスをためない習慣 杉岡 充爾 寅を描く 水墨画塾編集部
謁見 上田 秀人 あの日ジョブズは 片山 恭一 瞬トレ 藤森 善弘 かこさとしの手作り紙芝居と私 長野 ヒデ子
豆腐尽くし 3 岡本 さとる 40歳からの予防医学 森 勇磨 魂を撮ろう 石井 妙子
平安あや解き草紙 7 小田 菜摘 平川 洌 ハーブティー事典 佐々木 薫
金魚の縁 風野 真知雄 魔女の庭 サンドラ・ローレンス Jonathan Adolph
初手柄 金子 成人 地球の歩き方 世界の配色見本帳 ザ・ハレーションズ
ごんげん長屋つれづれ帖 3 金子 成人 おいしいロシア　おかわり シベリカ子 『すばらしい人体』　 山本 健人 ひとりじめ 浅田 美代子
潮風キッチン 喜多嶋 隆 森のブッシュクラフト図鑑 スズキ サトル
すべての神様の十月 2 小路 幸也 ジョン・タウンゼント 東大ナゾトレ　SEASON2第8巻 松丸 亮吾
うちのにゃんこは妖怪です 2 高橋 由太 みんなで楽しむeスポーツ 田簔 健太郎
君と漕ぐ　4 武田 綾乃 『おいしいロシア　おかわり』 シベリカ子 日本語をもっとつかまえろ! 飯間 浩明
久遠の檻 知念 実希人 カムカムエヴリバディ 平川 洌
剣鬼たち燃える 鳥羽 亮
EVIL 内藤 了 ジュリアーノ熊代
海が見える家 逆風 はらだ みずき
異形の山 樋口 明雄 『カムカムエヴリバディ』　 平川 洌
高校事変　11 松岡 圭祐 水野 敬也
希望のステージ 南 杏子 クイックパース 宮後 浩

緑と住む。 エクスナレッジ
望月 麻衣 2030未来への分岐点 1 NHKスペシャル取材班 大岡弘武のワインづくり 大岡 弘武

迷犬マジック 山本 甲士 楽観論 古市 憲寿 暮らしのアイデアスイッチ soeasy
夜に駆ける 星野 舞夜 それでも選挙に行く理由 無駄のない「家事」。 マガジンハウス
トリュフチョコと盗まれた壺 キャシー・アーロン メディアの未来 ジャック・アタリ
ジョブ型雇用社会とは何か 濱口 桂一郎 格差と分断の社会地図 石井 光太 もち
幸せに死ぬために 大津 秀一 知識ゼロからの空き家対策 杉谷 範子 10年先まで着られる服 香田 あおい
図解・天気予報入門 古川 武彦 ALLYになりたい 小島 あゆみ まきもの 風工房 浜口 直太

ゆび編みのかわいい小物 minao 稼げる農業経営のススメ 新井 毅

『迷犬マジック』 山本 甲士 古田 大輔 バッグ作りの教科書 越膳 夕香 グラレコの基本 本園 大介
ノーベル文学賞が消えた日 髪のこと、これで、ぜんぶ。 佐藤 友美 短くても伝わる文章の書き方 白藍塾
すき間の子ども、すき間の支援 村上 靖彦
PTAモヤモヤの正体 堀内 京子 笠原 将弘

おとな料理制作室へようこそ 美窪 たえ
ブレイディみかこ 野菜1つで、こんなにおいしい! 大庭 英子

山に生きる 三宅 岳 本当においしいメスティンレシピ 千秋 広太郎 森 透匡
欧州カフェ紀行 Aya Kashiwabara 身近な人の死後の手続き 文響社
大人の片づけ 一田 憲子

春どきのフレッド伯父さん P.G.ウッドハウス 堀田 あきお
狙われた楽園 ジョン・グリシャム くぼ こまき
ウォーターダンサー タナハシ・コーツ
鏡と光 上・下 ヒラリー・マンテル 『暮らしのアイデアスイッチ』 soeasy 堀田 あきお
ユドルフォ城の怪奇　上・下 アン・ラドクリフ
だれも死なない日 ジョゼ・サラマーゴ
ノスタルジア ミルチャ・カルタレスク

物理・化学大百科事典 沢 信行

ディープフェイク ニーナ・シック 渡部 雅浩
デジタル・ファシズム 堤 未果 すばらしい人体 山本 健人

ヒトはなぜ「がん」になるのか キャット・アーニー
鶴長 鎮一 農文協 鳥居 りんこ

できるZoom 法林 岳之 長田 夏哉 秘密のバルコニーガーデン 松本 路子
開高健の本棚 開高 健 疲れた心をスーッとほぐす方法 メンタルドクターSidow 本当に小さな庭づくり 高山 徹也
夢を見るとき脳は アントニオ・ザドラ 子育ての基本お口を育てよう! 中村 武仁 メダカの飼い方&原色図鑑 佐々木 浩之
みんなのしいたけ.相談室 しいたけ. オートミール健康レシピ 植草 真奈美 知っておくと便利鉄道トリビア集 植村 誠 慈恵医大リハビリ科式家トレ 安保 雅博

御船印でめぐる全国の魅力的な船旅

地図でスッと頭に入るヨーロッパ47カ国

最近、地球が暑くてクマってます。

「カムカムエヴリバディ」の平川唯一

わが家は祇園(まち)の拝み屋さ 14

段ボールで作る!動く、飛ぶ、遊ぶ工作

マティルダ・ヴォス・グスタヴソン

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2

理系夫のみるみる片付く!整理収納術

『おふたりさま夫婦、老活はじめました。』　

体の不調は「脳疲労」が原因だった

コロナの世界を照らす50のやさしい物語

子どもを育てられるなんて思わなかった

あたりまえだけどなかなかできない仕事のルール

おふたりさま夫婦、老活はじめました。

have do getで英語は9割伝わります!

高齢者を身近な危険から守る本

親の介護は知らなきゃバカ見ることだらけWeb技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書

ゆとりOLの毎日はなまるひとり暮らしルール

笠原将弘のまかないみたいな自宅飯

今さら聞けない有機肥料の話きほんのき

アダム・プシェヴォスキ

文系のためのめっちゃやさしい天気

『格差と分断の社会地図』　石井 光太

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

冴えない日々を送る4人の前に、ひょっこり現れ
た迷い犬「マジック」。仕方なく預かることにした
彼らに、やがて小さな奇跡が訪れて…。ハートフ
ルでユーモラスな書き下ろしワンダフル・ストー
リー。

終戦直後に始まった「ラジオ英語会話」は、困
難な時代に生きる人々の希望の光となった。
NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」に
登場するラジオ番組の軌跡と、講師の平川唯
一を紹介する。平川唯一略年譜等も収録。

健 康 長 寿

法 律 情 報

生ゴミの匂い対策、桃の剝き方、ラップの端の
探し方…。掃除、ファッション、料理、収納、リサ
イクルなど、日常生活の「困った」「面倒」を楽し
く克服するための裏ワザを紹介。人気ライフハッ
ク動画『soeasy』を書籍化。

コロナ禍が浮き彫りにした社会の歪み。この国
でいま起きている問題を知っていますか? ノン
フィクション作家が、貧困と格差の連鎖が引き
起こす「分断」をめぐる7つのテーマについて、
改善のための知恵と道筋を示します。

唾液はどこから出ているのか? おならは何で
できているか? 外科医が驚くべき人体のしくみ
を語るとともに、医学という学問の魅力を紹介。
血液型や消毒液などについての“常識”にも
触れる。折込みの全身図付き。

歴 史 ・ 地 理

子どものいない夫婦が「死」に向けてすべ
きこととは-。残されるパートナーのため、
「いい死」を迎えるための老活を描いたコ
ミックエッセイ。『本当にあった笑える話』掲
載に描き下ろしを加えて書籍化。総 記 ・ 哲 学

近くて遠い隣国・ロシアでの“おいしい毎日”をつ
づったコミックエッセイの第2弾。帰国後の「日本で
楽しむロシアの味」から、ジョージアでの味わい深
い旅、2度目・3度目のロシア訪問までを描く。登場
する料理のレシピ付き。


