
子どもと一緒に楽しむ!プログラミング ドームがたり アーサー・ビナード
教科書にでてくるおはなし366 WAVE出版 花まつりにいきたい あまん きみこ
ニュートリノの謎を解いた梶田隆章物語 山本 省三 たべてみたい! いしい ひろし
甘くてかわいいお菓子の仕事 KUNIKA おぼろ月のおさんぽ ウォルター・デ・ラ・メア
都道府県・クイズ図鑑 クイズ図鑑編集部 はるかぜさんぽ えがしら みちこ
職場体験完全ガイド　55 どこにいるかな?うみのさかなたち 大方 洋二
もっと知ろう!点字 日本点字図書館 ぼくのおじいちゃん カタリーナ・ソブラル
日本と世界のくらし　住 日高 真吾 アリとキリギリス かわかみ たかこ
よくわかる重力と宇宙 佐藤 勝彦 うんどうかいがなんだ! きむら ゆういち 壁の男 貫井 徳郎
雑草図鑑 亀田 龍吉 はるですよ くすのき しげのり 比(なら)ぶ者なき 馳 星周
調べてなるほど!花のかたち 柳原 明彦 いそいでおでかけ 五味 太郎 コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田 圭介
からだの免疫キャラクター図鑑 岡田 晴恵 しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー 幽霊協奏曲 赤川 次郎 決戦!忠臣蔵 葉室 麟
ごみゼロ大作戦!　１.２.３.４.５.６ 浅利 美鈴 ドンドン さくら せかい 機長、事件です! 秋吉 理香子 さらば愛しき魔法使い 東川 篤哉
車いすはともだち 城島 充 えじえじえじじえ 佐藤 可士和 永久囚人 麻見 和史 素敵な日本人 東野 圭吾
照明デザイナー スタジオ248 あめのちゆうやけせんたくかあちゃん さとう わきこ キトラ・ボックス 池澤 夏樹 奈緒と私の楽園 藤田 宜永
もっと知ろう!発酵のちから 中居 惠子 ぼくとばく 鈴木 のりたけ 城をひとつ 伊東 潤 禁じられたジュリエット 古野 まほろ
パラリンピック大事典 和田 浩一 わたり鳥 鈴木 まもる 芦田川 今井 絵美子 関東戎夷焼煮袋 町田 康
五色百人一首　ピンク札オレンジ札 小宮 孝之 はるとなつ はたけのごちそうなーんだ? すずき もも R.S.ヴィラセニョール 乙川 優三郎 狐の飴売り 宮本 紀子
おはじき 東京おもちゃ美術館 ゆうかんな3びきとこわいこわいかいぶつ スティーブ・アントニー 錆びた太陽 恩田 陸 暗黒グリム童話集 村田 喜代子
こうえんのおばけずかん 斉藤 洋 だいち 谷川 俊太郎 嫁をやめる日 垣谷 美雨 おんな城主直虎　2 森下 佳子
大林くんへの手紙 せいの あつこ とのさま1ねんせい 長野 ヒデ子 この噓がばれないうちに 川口 俊和 べっぴんさん　下 渡辺 千穂
どうぶつがっこうとくべつじゅぎょう トビイ ルツ やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる なかや みわ アリガト謝謝 木下 諄一
オバケとキツネの術くらべ 富安 陽子 マロンちゃん カレーつくってみよう! 西村 敏雄 夜の谷を行く 桐野 夏生 『素敵な日本人』 東野 圭吾
たんけんクラブ シークレット・スリー ミルドレッド・マイリック ミツバチぎんのおくりもの 西本 鶏介 やめるときも、すこやかなるときも 窪 美澄
メリーメリーおとまりにでかける ジョーン・G.ロビンソン したじきくんとなかまたち 二宮 由紀子 鮪立の海 熊谷 達也
犬とおばあさんのちえくらべ アニー・M.G.シュミット さらじいさん はせがわ はっち 幼児狩り・蟹 河野 多惠子

よるのようふくやさん 穂高 順也 赤備えの鬼武者 井伊直政 近衛 龍春
『犬とおばあさんのちえくらべ』 アニー・M.G.シュミット へたなんよ ひこ・田中 彼女は鏡の中を覗きこむ 小林 エリカ

イースターハッピーふっかつの日! ますだ ゆうこ 月の満ち欠け 佐藤 正午
猫魔ケ岳の妖怪 八百板 洋子 夜姫 新堂 冬樹

か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる

『はるですよ』 くすのき しげのり さむらい道　上・下 高橋 義夫
さすらいの皇帝ペンギン 高橋 三千綱 大人の流儀　7 伊集院 静
松ノ内家の居候 瀧羽 麻子 老いてわかった!人生の恵み 沖藤 典子
図書室のピーナッツ 竹内 真 愛さずにいられない 北村 薫
優しい水 日明 恩 あしたも快晴 木村 治美
百年の散歩 多和田 葉子 媚びない老後 桐島 洋子

ビルメンテナンススタッフになるには 谷岡 雅樹 犬の報酬 堂場 瞬一 ガン入院オロオロ日記 東海林 さだお
動物看護師になるには 井上 こみち 血縁 長岡 弘樹 コーちゃんと真夜中のブランデー 高峰 秀子
必ず役立つ合唱の本　ボイストレーニングと身体の使い方編 相澤 直人 ダークナンバー 長沢 樹 あの頃 武田 百合子
部活で差がつく!勝つ剣道上達のコツ60 所 正孝 ノスタルジー1972 中島 京子 時の名残り 津村 節子
ロアルド・ダールが英語で楽しく読める本 コスモピア編集部 0.1.2歳児せいさくあそび88 「あそびと環境0.1.2歳」編集部 セイレーンの懺悔 中山 七里 百田百言 百田 尚樹
カブキブ!　6 榎田 ユウリ 赤ちゃんとママのための「朝までぐっすり睡眠プラン」 キャサリン・トビン 小説日本博物館事始め 西山 ガラシャ 大人しく老いてなんかいられない 広瀬 久美子
君と1回目の恋 大島 里美 はじめてママ&パパのしつけと育脳 成田 奈緒子 彼女の色に届くまで 似鳥 鶏 生きることは闘うことだ 丸山 健二

若狭がたり 水上 勉

『犬の報酬』 堂場 瞬一 湯川秀樹 湯川 秀樹
コスモピア編集部 キャサリン・トビン

『百田百言』 百田 尚樹

『赤ちゃんとママのための「朝までぐっすり睡眠プラン」』『ロアルド・ダールが英語で楽しく読める本』

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

新聞記者×総務のエース×内部告
白者。自動運転技術の開発に取り
組んでいた大手自動車メーカーの
「事故隠し」を巡る、三つ巴の、虚々
実々の攻防。新聞記者に情報を流
したのは、いったい誰なのか? 経済
エンタメ長篇。 

3/25～4/24 までに入ったおもな本の紹介です。ここに掲載して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、携帯電話から予約ができます。 

「永遠の0」「ボックス!」「海賊とよばれた男」
など数々のベストセラーを生み出してきた
百田尚樹が、自作小説から「人生の糧にな
る言葉」をピックアップして解説する。 

登場する人物が知人に似ていたり、経験
のあるトラブルだったり、つい思い浮かべ
てしまう妄想の具現化だったり…。意外性
と機知に富み、四季折々の風物を織り込
んだ短編ミステリー9編。 

おばあさんは、暖炉のそばのいすが
お気に入り。いつも犬のトムにいすを
とられてしまうおばあさんは、いいこと
を考えつき…。オランダの国民的作家、
アニー・M.G.シュミットが書いた、動物
たちのゆかいな9つのお話を収録。 

もう春なのに、くまさんはまだ眠り続け
ています。森の動物たちは、なんとか
起こそうと奮闘しますが、なかなか起き
てくれません。どうすればいいか皆が
考えているところへ、ありさんがやって
来て…。 

寝かしつけ戦争はもうおしまい! 「絶好
のチャンス」を利用する。「気持ちい
い」ベッドタイムをつくる…。16万人の
ママと赤ちゃんを診てきた著者が、生
まれたばかりの赤ちゃんを朝までぐっ
すり眠らせる方法を紹介する。 

エ ッ セ イ 

ヤングアダルトコーナー 

子 育 て 支 援 

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 
平成２９年５ 月号 

ロアルド・ダール原書の魅力を味わう本。

「チャーリーとチョコレート工場」「マチルダ」

など、児童書の中から6作品の名場面を抜

粋して掲載し、作品解説、作品を読むため

のアドバイス、語彙解説を付ける。  



菜の花食堂のささやかな事件簿　１，２ 碧野 圭 内面からの報告書 ポール・オースター Uターン日記 皆川 治 一人前社員の新ルール 黒川 勇二
杉下右京のアリバイ 碇 卯人 トールキンのクレルヴォ物語 J.R.R.トールキン 家庭でできるおいしいブルーベリー栽培12か月 荻原 勲 もしアドラーが上司だったら 小倉 広
鬼平犯科帳　６，７ 池波 正太郎 不機嫌な女たち キャサリン・マンスフィールド 図解よくわかるブドウ栽培 小林 和司 非営利団体の資金調達ハンドブック 徳永 洋子
浪人奉行　1ノ巻 稲葉 稔 この人、カフカ? ライナー・シュタッハ 無農薬でかんたん野菜づくり NHK出版 チームの力で社員は伸びる! 澤井 雅明
友よ 今井 絵美子 ありのままのアンデルセン マイケル・ブース 猫のための部屋づくり ジャクソン・ギャラクシー できる人が絶対やらない資料のつくり方 清水 久三子
らんぼう 大沢 在昌 不在の騎士 イタロ・カルヴィーノ ミツバチと暮らす 藤原 誠太 仕事の問題地図 沢渡 あまね
わるじい秘剣帖　７ 風野 真知雄 木のみかた 三浦 豊 電話応対受け方・かけ方大事典 スピーキングエッセイ
付添い屋・六平太　１０ 金子 成人 「言葉にできる」は武器になる。 梅田 悟司 図解でわかる!経理 小野 恵
伊豆の踊子・禽獣ほか 川端 康成 電通の深層 大下 英治 ハローワーク150%トコトン活用術 日向 咲嗣
狂言潰し 喜安 幸夫 あいうえ築地の河岸ことば 福地 享子 就活女子の100%内定マニュアル
京なさけ 倉阪 鬼一郎 JAPAN CLASS ジャパンクラス編集部 無印良品THE BEST 内定率の高いかくれた大手・中堅優良企業の見つけ方 中川 三樹
薫風鯉幟 佐伯 泰英 超AI時代の生存戦略 落合 陽一 自由貿易は私たちを幸せにするのか? 上村 雄彦 農業は生き方です 梅原 彰
天下流の友 鈴木 英治 アナキズム入門 森 元斎 「ポスト爆買い」時代のインバウンド戦略 中村 正人 大規模水田農業への挑戦 大日本農会
セメント樽の中の手紙ほか 葉山 嘉樹 ポピュリズム 薬師院 仁志 まちのゲストハウス考 真野 洋介 一流企業のビジネス英語 安武内 ひろし
鯖猫長屋ふしぎ草紙　２ 田牧 大和 成功する人は偶然を味方にする ロバート・H.フランク 昭和のテレビ王 サライ編集部 どんなクレームも絶対解決できる! 津田 卓也
入り婿侍商い帖　３ 千野 隆司 アメリカ経済政策入門 スティーヴン・S.コーエン 「あ、それ欲しい!」と思わせる広告コピー 飯田 朝子
潜る女 堂場 瞬一 正社員消滅 竹信 三恵子 TAKE OUTお持ち帰りのデザイン サンドゥー・パブリッシング

春秋の檻 藤沢 周平 LGBTを読みとく 森山 至貴 売上がアップする商品写真の教科書 やまぐち 千予
先生は教えてくれない大学のトリセツ 田中 研之輔 大避難 何が生死を分けるのか 島川 英介
はじめての哲学的思考 苫野 一徳 受験学力 和田 秀樹 現代アート10講 田中 正之
ダ・ヴィンチ絵画の謎 斎藤 泰弘 尾木ママ小学一年生 尾木 直樹 画題でみる禅画入門 浅井 京子
日本の近代とは何であったか 三谷 太一郎 海と生きる作法 川島 秀一 それゆけ!長谷川義史くん 長谷川 義史
シリア情勢 青山 弘之 知られざる日本写真開拓史 東京都写真美術館集 遊べる!飾れる!折り紙で作るおはなし指人形 いしばし なおこ
中国のフロンティア 川島 真 夢の住家 森山 良子 長生きの統計学 川田 浩志
重力と恩寵 シモーヌ・ヴェイユ あせらず、たゆまず、ゆっくりと。 赤木 春恵 100歳まで元気でいるためのパパッと簡単!作りおき 村上 祥子
新撰讃美歌 植村 正久 物理学者が解き明かす思考の整理法 下條 竜夫 超一流の適応力 岩隈 久志 あなたの健康寿命はもっとのばせる! 渡辺 光博
徳川制度　補遺 加藤 貴 確率がわかる 小泉 力一 中南米野球はなぜ強いのか 中島 大輔 一年中楽しめるおりがみ壁飾り 堀込 好子

元素生活 寄藤 文平 大人の水泳 角皆 優人
完全解説日本の火山噴火 島村 英紀 もう山でバテない! 能勢 博 『100歳まで元気でいるためのパパッと簡単!作りおき』

知られざる恐竜王国!! NHK『ダーウィンが来た!』 疾風!大相撲 　　　　村上 祥子
即戦力になるためのパソコンスキルアップ講座 唯野 司 ひとりで探せる川原や海辺のき　2 柴山 元彦 はじめての茶箱あそび ふくい ひろこ
子どもが本をひらくとき 石井 桃子 翡翠 飯田 孝一 ちいさい言語学者の冒険 広瀬 友紀
目次レイアウトの見本帳 ヤマモトカウンシル 大人の里山さんぽ図鑑 おくやま ひさし 心に響く和のことばの使い方 吉田 裕子
本の雑誌おじさん三人組が行く! 本の雑誌編集部 動物[モグ]図鑑 松原 卓二 ミニマムで学ぶフランス語のことわざ 大橋 尚泰
どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺 和子 まちぶせるクモ 中田 兼介
火山で読み解く古事記の謎 蒲池 明弘 日本のカニ学 和田 恵次
氏神さまと鎮守さま 新谷 尚紀 にっぽんスズメしぐさ 中野 さとる
身心が美しくなる禅の作法 星覚 家族に介護が必要な人がいます 西岡 修
<世界史>の哲学　近世篇 大澤 真幸 発達障害あんしん子育てガイド

ユーラシア帝国の興亡 クリストファー・ベックウィズ LD学習症<学習障害>の本 宮本 信也
素描・杉原千畝 小谷野 裕子 江戸城の全貌 萩原 さちこ すぐわかる脳出血・脳梗塞の防ぎ方 主婦の友社 マンガをはみだした男(ＤＶＤ) 赤塚 不二夫
レゴランド・ジャパン完全ガイドブック ツウになる!旅客機の教本 秋本 俊二 つらくないがん治療 柳澤 厚生 だれのおうち? かどの えいこ
旅ボン　大阪編 ボンボヤージュ 東芝消滅 今沢 真 膝の痛みは歩いて治す 井上 剛 おやつはなあに？（布絵本） ふきのとう文庫
k.m.p.の、台湾ぐるぐる。 k.m.p.・ブックデザイン 無線ネットワークシステムのしくみ 塚本 和也 語り継ぐハンセン病 山陽新聞社 しろくまちゃんのほっとけーき(点字版） 森 比左志

トコトンやさしい高分子の本 扇澤 敏明 ぼくの家はかえで荘 小林 美津江
大人スタイルの新常識 石田 純子 ふれる世界の名画集（点字版）（マルチメディアデイジー付） 日本点字図書館点字製作課

NHK「あさイチ」スーパー主婦のスゴ家事術 伊豫部 紀子
服を10年買わないって決めてみました どい かや よみがえる金堂壁画 上淀廃寺 中原 斉
海辺暮らし季節のごはんとおかず 飛田 和緒 安龍福の供述と竹島問題 下條 正男
WeekCookの一週間de食材使い切りレシピ ウィークックナビ 葬られた文部大臣、橋田邦彦 高橋 琢磨
トヨタ式おうち片づけ 香村 薫 出雲国風土記紀行 島根県古代文化センター

心地よく暮らす小さな部屋のインテリア 成美堂出版編集部 鳥取砂丘学 鳥取大学国際乾燥地研究教育機構

『どんな時でも人は笑顔になれる』　渡辺　和子

たった一度の人生をいかに生きるか? 
生涯を教育に捧げ、89歳で帰天した著
者の遺作。マザー・テレサをはじめ、人
生の師から教わった大切なことを説き、
「神が置いてくださったところで咲きなさ
い」で始まる詩も収録。 

長寿の秘訣はしっかりおいしく食べること。
「しっとり鶏むね肉」「しめさば」「レンチン大
根」など、パパッと簡単にできる肉・魚介・野
菜の作りおきと、そのアレンジレシピを紹介。
元気に長生きのコツを紹介するコラムも収
録。 健 康 情 報 

産 業 

健 康 長 寿 

ビ ジ ネ ス 支 援 

郷 土    

総 記 ・ 哲 学 ・ 歴 史 

自 然 科 学 

社 会 科 学 

外 国 の 文 学 文 庫 ・ 新 書 

ハ ー ト フ ル    

DVD（個人貸出のみ）、
点字、LLブック、布絵
本、しかけ絵本など

技 術 ・ 家 庭 

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学 


