
ルビィのぼうけん リンダ・リウカス ぜったいぜったいひみつだよ アナ・カン
ひらけ蘭学のとびら 鳴海 風 リサとガスパールとうきょうへいく アン・グットマン
世界の冒険家 カルメン・ドミンゴ エリック・カールのイソップものがたり イソップ
日本のふしぎなぜ?どうして? 大野 正人 でんしゃのずかん 五十嵐 美和子
田んぼに畑に笑顔がいっぱい 浜田 尚子 にいちゃんのなみだスイッチ いとう みく
親子で学ぶ!統計学はじめて図鑑 渡辺 美智子 へんたこせんちょうとくらげのおうさま いとう ひろし
パラサウロロフス たかし よいち ゆうかんなねこ?くろすけ エド・ヴィアー
よくわかる病院 梶 葉子 うさぎのダンスタイム、はじまるよ! エリー・サンドル
微生物イラストキャラ図鑑 長沼 毅 フワフワ おおなり 修司 劇場 又吉 直樹
鳥の巣つくろう 鈴木 まもる ばあばは、だいじょうぶ 楠 章子 最愛の子ども 松浦 理英子
コロコロドミノ装置 野出 正和 ノラネコぐんだん あいうえお 工藤 ノリコ チェーン・ピープル 三崎 亜記
楽しい学校マジック　①②③④ 庄司 タカヒト アントワネット ケリー・ディプッチオ 貘の耳たぶ 芦沢 央 あとは野となれ大和撫子 宮内 悠介
ジャングルのサバイバル　①② 洪 在徹 へろへろおじさん 佐々木 マキ ニャンニャンにゃんそろじー 有川 浩 他 おもちゃ絵芳藤 谷津 矢車
ジュニアのためのバレエ上達パーフェクトレｯスン 厚木 彩 どれがいちばんすき? ジェイムズ・スティーブンソン 鎮憎師 石持 浅海 BUTTER 柚木 麻子
親子で楽しいはじめてのあやとり 福田 けい なまけてなんかない! 品川 裕香 どんぶらこ いとう せいこう 海道の修羅 吉川 永青
ケータイくんとフジワラさん 市川 宣子 ほらなにもかもおちてくる ジーン・ジオン ライプツィヒの犬 乾 緑郎 楽園 夜釣 十六
モンスター・ホテルでパトロール 柏葉 幸子 はらっぱららら 鈴木 智子 家康の遠き道 岩井 三四二 ミステリ国の人々 有栖川 有栖
時知らずの庭 小森 香折 くすのきだんちのあめのひ 武鹿 悦子 エチュード春一番　第1曲，第２曲 荻原 規子 ねんてん先生の文学のある日々 坪内 稔典
河童のユウタの冒険　上下 斎藤 惇夫 おさるのこうすけ 武田 美穂 幸福のパズル 折原 みと 辺境図書館 皆川 博子
怪談オウマガドキ学園　㉑㉒ 常光 徹 ふなのりのやん ディック・ブルーナ 諦めない女 桂 望実 漱石激読 石原 千秋
まじょ子とプリンセスのキッチン 藤 真知子 つかまるわけないだろ! ティモシー・ナップマン フォークロアの鍵 川瀬 七緒 みみずくは黄昏に飛びたつ 川上 未映子／村上 春樹

お願い!フェアリー♥　⑱ みずの まい アームストロング トーベン・クールマン ライオン・ブルー 呉 勝浩 乱歩と清張 郷原 宏
こども「シェイクスピア」 齋藤 孝 ひとりになったライオン 夏目 義一 ときどき旅に出るカフェ 近藤 史恵 小林秀雄と河上徹太郎 坂本 忠雄
動物探偵ミア ダイアナ・キンプトン きょうはパーティーのひ 樋勝 朋巳 猫の傀儡 西條 奈加
メキシコへ わたしをさがして パム・ムニョス・ライアン イードのおくりもの ファウズィア・ギラニ・ウィリアムズ 団塊の後 堺屋 太一 『みみずくは黄昏に飛びたつ』 川上 未映子／訊く
太陽と月の大地 コンチャ・ロペス=ナルバエス もりのとしょかん ふくざわ ゆみこ しみ 坂口 恭平 村上 春樹／語る

NEWウォーリーをさがせ! マーティン ハンドフォード 会津執権の栄誉 佐藤 巖太郎
これあな みやにし たつや サイレント・マイノリティ 下村 敦史
かしてあげたいな 八木田 宜子 ラブ・ミー・テンダー 小路 幸也
わんぱくだんのおかしなおかしや ゆきの ゆみこ 追想の探偵 月村 了衛
ねことさかなとなみぼうず わたなべ ゆういち 父 辻 仁成
ほんとさいこうの日 レイン・スミス かがみの孤城 辻村 深月

冬雷 遠田 潤子

『ほらなにもかもおちてくる』 ジーン・ジオン 北条早雲　④ 富樫 倫太郎
凄腕 永瀬 隼介
万次郎茶屋 中島 たい子 井上ひさしから、娘へ 井上 ひさし
文学　2017 日本文藝家協会 赤いゾンビ、青いゾンビ。 川上 弘美
暗手 馳 星周 ひとり上手 岸本 葉子

高校生のための憲法入門 斎藤 一久 ひとめぼれ 畠中 恵 人生の選択 曽野 綾子
15歳から身につける経済リテラシー 岡野 進 神さまたちのいた街で 早見 和真 まぬけなこよみ 津村 記久子
10代のための仕事図鑑 大泉書店編集部 ラジオ・ガガガ 原田 ひ香 山寺清朝 外山 滋比古
看護学部・保健医療学部 松井 大助 僕が殺した人と僕を殺した人 東山 彰良 あのころ、早稲田で 中野 翠
高校生からはじめるプログラミング 吉村 総一郎 午前三時のサヨナラ・ゲーム 深水 黎一郎 別府倫太郎 別府 倫太郎
5分後に思わず涙。 桃戸 ハル 0歳からのスキンケア 友利 新 薫風のカノン 福田 和代 泣きたくなったあなたへ 松浦 弥太郎
明日のひこうき雲 八束 澄子 らくらくあんしん妊娠・出産 荻田 和秀 女系の教科書 藤田 宜永 幸福はただ私の部屋の中だけに 森 茉莉

枕草子のたくらみ 山本 淳子

『5分後に思わず涙。』 桃戸 ハル 『0歳からのスキンケア』 友利 新 『ひとめぼれ』 畠中　恵
『赤いゾンビ、青いゾンビ。』 川上 弘美

『河童のユウタの冒険』　上・下　斎藤　惇夫

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

同心の養子となった吉五郎の様子が
おかしいことを悟った、麻之助と町名
主の清十郎。吉五郎には一葉という
許嫁がいるのだが…。まんまことワー
ルド第6弾。 

4/25～5/25 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。 

あなたの身の回りでも、不思議なこと、愉
快なこと、実はいっぱい起こっていません
か? 2013～2016年の日々を、たんたんと、
時にシュールに綴った記録。 

「騎士団長殺し」誕生秘話、創作の極意、
少年期の記憶、名声と日常、そして死後
のこと…。村上春樹が、自身の最深部を鮮
烈な言葉で語る。少女時代からの熱心な
愛読者・川上未映子が、村上春樹のすべ
てを訊き尽くした記録。 

北国の湖に棲む河童のユウタは不思
議なキツネとの出会いから、目的もわ
からぬまま“龍川”の水源をめざし、故
郷を旅立ちます。「ガンバの冒険」シ
リーズの著者がおくる長編ファンタ
ジー。  

花びらが、テーブルの上に音もなくおち
てきます。花びらもりんごも雨も雪も、
ほら、なにもかもみんなおちてきます。
自然の営みの豊かさや不思議さを伝え
る美しい絵本。 

わが子の肌に不安を抱えるママたちへ
贈る子どもの肌の手引き書。ベビー用ス
キンケアから湿疹とアレルギー体質のこ
とまで、医師であり母親である著者が、
わかりやすく解説する。Q&Aも収録。 

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 ６月号 

サンタクロースは父親だと信じている少年に、
本物であることを証明するため、壁を通り抜け
て出たサンタクロース。ふと気になって表札を
見ると…。悔し涙、嬉し涙、感涙、涙目…。さ
まざまな涙の物語を、全30編収録する。 



御前試合 麻倉 一矢 林檎の木から、遠くはなれて トレイシー・シュヴァリエ 歴史のなかの中島飛行機 桂木 洋二 知的社会人1年目の本の読み方 山口 謠司
策謀 上田 秀人 五月の雪 クセニヤ・メルニク 基礎からわかる「Bluetooth」 瀧本 往人 たった1秒の最強スキルパソコン仕事が10倍速くなる80の方法 田中 拓也
おらんだ忍者(しのび)・医師了潤 浮穴 みみ 人みな眠りて カート・ヴォネガット ちいさなくらしのたねレシピ 早川 ユミ 女子の働き方 永田 潤子
日蓮伝説殺人事件 内田 康夫 ある子どもの詩の庭で ロバート・ルイス・スティーヴンソン 暮らし上手の時間割 日本の「いい会社」 坂本 光司
もたれ攻め 沖田 正午 私の名前はルーシー・バートン エリザベス・ストラウト 家事の断捨離 やました ひでこ Q&A公益法人・一般法人の会計と税務 岡部 正義
「おくのほそ道」殺人事件 風野 真知雄 誓います ダン・サヴェージ 毎日、きもの 河村 公美 ミスが減る!信頼される!仕事の準備の本 鈴木 真理子
闇奉行黒霧裁き 喜安 幸夫 もうひとつの<夜と霧> ヴィクトール・E.フランクル いつか着る服、いつも着る服 茅木 真知子 やさしくわかる給与計算と社会　平成29年度 北村 庄吾

料理まんだら 倉阪 鬼一郎 原理 ジェローム・フェラーリ 草花を編むタティングレース 藤重 すみ 最新「仕組み」仕事術 泉 正人
逆転 小杉 健治 とるにたらないちいさないきちがい アントニオ・タブッキ 大人のプチプラメイク術 hiromi 超解OJTで面白いほど自分で考えて動く部下が育つ本 松下 直子
嫁入り 佐伯 泰英 昔ながらの常備菜 松本 忠子 仕事のカタログ　2018-19年版
鬼役　21 坂岡 真 明日、何を作ろう 松浦 弥太郎 面接 自己PR 志望動機　'19 才木 弓加
暁の火花 佐々木 裕一 syunkonカフェごはん　6 山本 ゆり 面接担当者の質問の意図　'19 才木 弓加
君の膵臓をたべたい 住野 よる 赤い韓国 櫻井 よしこ 食の思想 小林 カツ代 『ワーママ』5年目に読む本 パワーママプロジェクト

泣き虫大将 千野 隆司 人類の未来 ノーム・チョムスキー 栗原心平のとっておき「パパごはん」 栗原 心平 一人で特許<実用新案・意匠・商標>の手続き 中本 繁実
ヤマネコ・ドーム 津島 佑子 池上彰の世界はどこに向かうのか 池上 彰 おいしいお漬けものと梅干し 杵島 直美 小さなお店&会社のホームページJimdo入門 藤川 麻夕子
奪還の日 堂場 瞬一 国会を考える 大石 眞 季節をたのしむジャムと果実酒 谷島 せい子 アグリビジネス進化論 トーマツ・農林水産業ビジネス推進室

三狼鬼剣 鳥羽 亮 「テロとの戦い」を疑え 西谷 文和 魔法のゼリー 荻田 尚子 事例に学ぶこれからの集落営農 農山漁村文化協会
たたら侍 錦織 良成 読めば差がつく!若手公務員の作法 高嶋 直人 コウケンテツのおやつめし　2 コウ ケンテツ ビジネス英語魔法の切り返し ルース・マリー・ジャーマン

花見酒 藤井 邦夫 日本列島創生論 石破 茂 無印良品で片づく部屋のつくり方 すはら ひろこ 決定版!趣味起業の教科書 戸田 充広
御前試合、暗転 牧 秀彦 私にとっての憲法 岩波書店編集部 自宅が一流ホテルに大変身! 辻 博文 普通の人でも確実に成果が上がる営業の方法 長尾 一洋
黄砂の籠城　上・下 松岡 圭祐 感じる経済学 加谷 珪一 スッキリ捨てる持ち物ダイエット 岡田 敏子 100万回シェアされるコピー 橋口 幸生
凍土の狩人 森村 誠一 人間の経済 宇沢 弘文 ヨチヨチ父 ヨシタケ シンスケ 勝ち続ける会社の「事業計画」のつくり方 園山 征夫
恋文 和田 はつ子 事例でガッテン!相続税 木村 哲三 健康ビジネスで成功を手にする方法 ポール・ゼイン・ピルツァー

謎の漢字 笹原 宏之 教養としての社会保障 香取 照幸
東大留学生ディオンが見たニッポン ディオン・ン・ジェ・ティン 見守るだけで、子どもは育つ 奥平 亜美衣 『日本の「いい会社」』 坂本　光司

ある日うっかりPTA 杉江 松恋 無肥料栽培を実現する本 岡本 よりたか
大人かわいいラッピング 宮岡 宏会 知って納得!植物栽培のふしぎ 田中 修

まるごとわかるトマト 田淵 俊人
勉強の哲学 千葉 雅也 野菜づくり大事典
暗号の数学 ジョシュア・ホールデン 人気のバラ シュラブローズ NHK出版
「考える人」は本を読む 河野 通和 量子論はなぜわかりにくいのか 吉田 伸夫 園芸大図鑑
あなたのその「忘れもの」コレで防げます 芳賀 繁 ほしぞらの探訪 山田 卓 一番よくわかる庭木の剪定 小池 英憲
おかんメール　Final 『おかんメール』制作委員会 眠れなくなるほど地球がおもしろくなる本 荒舩 良孝 世界のねこみち 岩合 光昭
やり抜く脳の鍛え方 茂木 健一郎 子どもと一緒に覚えたい道草の名前 稲垣 栄洋 車いす犬ラッキー 小林 照幸
「ゆっくり力」でいい人生をおくる 斎藤 茂太 深海生物の「なぜそうなった?」がわかる本北村 雄一 日本の樹木500超! 加藤 真也
中世日記の世界 松薗 斉 熊が人を襲うとき 米田 一彦 新きっぷのルールハンドブック 土屋 武之 サビない脳をつくる健康習慣 朝田 隆
古地図からみた古代日本 金田 章裕 じんましんの「真」常識 清益 功浩 エコツーリズム:こころ躍る里山の旅 犬井 正 昭和のできごと思い出しクイズ500問

進次郎メソッド 向谷 匡史 集中力を高め、ヒラメキを生む心の整え方 綿本 彰 認知症を楽しく予防しよう! 飯山 準一
朴槿恵 心を操られた大統領 金 香清 みんなの検索が医療を変える イラド・ヨム=トフ 素読のすすめ 川島 隆太
あの人の宝物 大平 一枝 親子でのびやか楽しいキッズヨガ 友永 淳子 60歳からの脳にいいパズルはどっち? 北村 良子
不屈 陳 光誠 図解マインドフルネス瞑想がよくわかる本 有光 興記 せいきの大問題 木下 直之
もういちど読む山川地理 田邉 裕 知らないと危ない!ズルい食品ヤバい外食 河岸 宏和 風景の中の水を描く ジョー・ダウデン
ヨーロッパ家族旅行奮闘記 小川 克也 子どものアトリエ 西巻 茅子
世界の果てのありえない場所 トラビス・エルボラフ プロジェクションマッピングの教科書 田中 健司 鳥取藩研究の最前線（ＣＤーＲＯＭ付） 鳥取藩政資料研究会

沖ノ島 藤原 新也 <首都圏近郊>出雲系神社探索ガイド 出川 通
人の心に贈り物を残していく 柳田 邦男 働く男 星野 源 松江・出雲 石見銀山　'18
私の記憶が確かなうちに クリスティーン・ブライデン 体脂肪を燃やす最強トレーニング 谷本 道哉 山陰旅行 江澤 香織
高雄病院の糖質制限作りおき 江部 康二 どんな人でも、ペタッと前屈! 谷 けいじ ほいくる　第２３号　２０１７春 保育文化研究会
認知症になっても人生は終わらない 認知症の私たち 相撲 土屋 喜敬 列島語り 赤坂 憲雄
認知症を乗り越えて生きる ケイト・スワファー 世界一やさしい海釣り入門 西野 弘章 石見銀山の社会と経済 島根県教育庁文化財課世界遺産室

必ず役立つ介護食 長谷 剛志 世界をもてなす語学ボランティア入門 イーオン よそ者と創る新しい農山村 田中 輝美
どうして普通にできないの! こだま ちの 海外ドラマはたった350の単語でできている Cozy 弱くても勝てる強くても負ける 石浦 外喜義

すてきなドイツ語 清水 紀子 古事記の神様ゆかりの地を旅する 大江 秀人

『あなたのその「忘れもの」コレで防げます』　芳賀　繁

理学で「忘れもの」は減らすことができ
る! 忘れものを心理学の立場から解説
し、生活の様々なシチュエーションのな
かで起こしがちな忘れものの原因と背
景、そして解決策を提案。子どもの忘
れものへの対処法も取り上げる。 

法政大学大学院坂本光司研究室が行って
きた、世界に誇れる日本の中小企業の経営
実態の調査・研究活動をまとめた書。すばら
しい取り組みをしている全国の20の中小企
業を取材し、紹介する。  

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 技 術 ・ 家 庭 

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学 


