
ほんはまっていますのぞんでいます かこ さとし みずのこどもたち 阿部 海太
世界不思議地図 佐藤 健寿 ちゅうちゅうたこかいな 新井 洋行
ワクワク!かわいい!自由研究大じてん 成美堂出版編集部 おたんじょうびケーキ アン マサコ
小学生のかっこいい!!自由研究 成美堂出版編集部 あるあさ イ ジニ
微生物のサバイバル　② ゴムドリco. うそみーるめがね いわむら かずお
世界恐竜発見地図 ヒサ クニヒコ ちいさなかえるくん 甲斐 信枝
イモリとヤモリ 赤木 かん子 かたつむりくん かとう まふみ
ビジュアル日本の鉄道の歴史 ② 梅原 淳 お化けのおもてなし 川端 誠
ジュニアのためのボルダリング実践テク上達バイブル 小山田 大 いたずらおおかみくん きむら ゆういち
釣りにいこうよ! 加藤 康一 海のぷかぷか 高久 至 コンビ 畑野 智美
子どものための美術史 アレグザンダー へんてこレストラン 古内 ヨシ 横浜大戦争 蜂須賀 敬明
折り紙学 西川 誠司 あめがふるふる 田島 征三 アノニム 原田 マハ
ポケットのはらうた くどう なおこ だんぼーるおうじ 長野 ヒデ子 7番街の殺人 赤川 次郎 踊れぬ天使 原 宏一
名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) 青山 剛昌 つちづくりにわづくり ケイト・メスナー 龍が哭く 秋山 香乃 探偵さえいなければ 東川 篤哉
だんまりうさぎときいろいかさ 安房 直子 たなばたにょうぼう 常光 徹 信長嫌い 天野 純希 白い標的 樋口 明雄
春くんのいる家 岩瀬 成子 くまのまあすけ 馬場 のぼる あの子が結婚するなんて 五十嵐 貴久 新任刑事 古野 まほろ
おばけやさん　⑦ おかべ りか キツネとねがいごと カトリーン・シェーラー 悪左府の女 伊東 潤 増山超能力師大戦争 誉田 哲也
キキとジジ 角野 栄子 とんこととん 武鹿 悦子 カンパニー 伊吹 有喜 ホサナ 町田 康
きんたろうちゃん 斉藤 洋 きんぎょとしょうぶ! うどん あこ あなたならどうする 井上 荒野 5まで数える 松崎 有理
幻影の町から大脱出 三田村 信行 そらまめくんのはらっぱあそび なかや みわ 星の子 今村 夏子 満月の泥枕 道尾 秀介
雨ふる本屋とうずまき天気 日向 理恵子 109ひきのどうぶつマラソン のはな はるか 孤道 内田 康夫 某には策があり申す 谷津 矢車
おれたちのトウモロコシ 矢嶋 加代子 ちょきちょきブロッコリーさん ふくだ じゅんこ I Love Father 冲方 丁 山よ奔れ 矢野 隆
空をけっとばせ 升井 純子 ヤモップさん、ぴたっとかいけつ! 松山 円香 クジャクを愛した容疑者 大倉 崇裕 遠くの街に犬の吠える 吉田 篤弘
神々と戦士たち　④ ミシェル・ペイヴァー ほうちょうさんききいっぱつ みやにし たつや 横濱エトランゼ 大崎 梢 ピエロがいる街 横関 大
マウスさん一家とライオン ジェームズ・ドーハティ モリくんのあめふりぴーまんカー かんべ あやこ 花しぐれ 梶 よう子 優しき悪霊 輪渡 颯介
アルバートさんと赤ちゃんアザラシ ジュディス・カー でんしゃずし 丸山 誠司 疑薬 鏑木 蓮
こいぬとこねこのおかしな話 ヨゼフ・チャペック ねんねんどっち? 宮野 聡子 スノウ・エンジェル 河合 莞爾 『アノニム』 原田　マハ

目ざましユリちゃん 久保田 昭三 球道恋々 木内 昇
つまんないつまんない ヨシタケ シンスケ デンジャラス 桐野 夏生
ゆめみるハッピードリーマー ピーター・レイノルズ アンカー 今野 敏
おかあさんはね エイミー・クラウス・ローゼンタール じごくゆきっ 桜庭 一樹
みつけてかぞえてどこどこきょうりゅう ガレス・ルーカス 危険領域 笹本 稜平
世界でさいしょのプログラマー フィオナ・ロビンソン ファイト 佐藤 賢一
おたすけこびとのにちようび なかがわ ちひろ カタストロフ・マニア 島田 雅彦
ガルマンの夏 スティアン・ホーレ わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本 理生
はなのいろはどこへいくの 水野 翠 風とにわか雨と花 小路 幸也
ぼくのイスなのに! ロス・コリンズ めぐみ園の夏 高杉 良 竜宮城と七夕さま 浅田 次郎
むしさんなんのぎょうれつ? オームラ トモコ 囚われの島 谷崎 由依 箸もてば 石田 千

金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 金原 瑞人 ガーデン 千早 茜 女と男の品格。 伊集院 静
中高生からの選挙入門 谷 隆一 『つまんない　つまんない』 ヨシタケ　シンスケ 1934年の地図 堂場 瞬一 敗者の想像力 加藤 典洋
オバマ大統領がヒロシマを訪れた日 広島テレビ放送 黒夢 戸梶 圭太 カマタノコトバ 鎌田 實
初心者のチェロ基礎教本 大澤 久 若葉の宿 中村 理聖 わがクラシック・スターたち 小林 信彦
カーネーション いとう みく ドクター・デスの遺産 中山 七里 男尊女子 酒井 順子
マウンドの神様 あさの あつこ 掟上今日子の裏表紙 西尾 維新 私日記　⑨ 曽野 綾子
ぼくは君たちを憎まないことにした アントワーヌ・レリス 最果ての街 西村 健 一私小説書きの日乗　不屈の章 西村 賢太
怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン 潮騒はるか 葉室 麟 不寛容な時代のポピュリズム 森 達也
新約とある魔術の禁書目録　⑱ 鎌池 和馬 母ではなくて、親になる 山崎 ナオコーラ

『危険領域』 笹本　稜平
『マウンドの神様』 あさの　あつこ 『竜宮城と七夕さま』 浅田　次郎

世界にはばたく赤ちゃんの名前 田宮 規雄
赤子しぐさ 栗生 ゑゐこ
フリージングで作りおき離乳食 松尾 みゆき
孫育ての新常識 小屋野 恵

『マウスさん一家とライオン』　ジェームズ・ドーハティ

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

マンションで転落死した男は、大物政治
家が絡む贈収賄事件の重要参考人だっ
た。さらには政治家の公設第一秘書、私
設秘書も変死。自殺として処理するよう
圧力がかかるが、葛木が極秘裏に捜査
すると…。 

5/26～6/ 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。 

浦島太郎が食べたご馳走と、滅多に会え
ない織姫と彦星の恋の行方に想いを馳せ
る表題作をはじめ、「砂漠への帰還」「納豆
礼讃」など、極上のエッセイを収録。 

ジャクソン・ポロック幻の傑作のオークショ
ン開催が迫る香港。美里は七人の仲間と
ある計画に挑む。一方、アーティストを夢
見る高校生・張英才に謎の集団「アノニ
ム」からメッセージが届く…。 

 
ある日、仲良しのマウスさん一家がピク
ニックに行きました。寝ているライオンを起
こしてしまい、食べられそうになりますが、
やさしいライオンは見逃してくれました。そ
んなライオンが人間に捕まってしまい…。 

世界一つまんない遊園地ってどん
なところ? 一番つまんないのって、
何歳だろう? 誰もが経験する退屈な
気分をとことん考え抜いた、面白さ
満点の「つまんない」絵本。 

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 7月号 

聖地・甲子園をめざし切磋琢磨する球児たち
の汗、涙、そして笑顔…。野球を愛する人気作
家が個性あふれる筆致で紡ぎだす、高校野
球をめぐる小説6編、エッセイ2編を収録。 



大名花火 井川 香四郎 図書館100連発 岡本 真 城 森田 敏隆 いちばんやさしい人工知能ビジネスの教本 二木 康晴
鬼平犯科帳　⑩⑪ 池波 正太郎 脳を守ろう 岩田 誠 木の国の物語 中嶋 尚志 老後不安がなくなる定年男子の流儀 大江 英樹
日雇い浪人生活録　③ 上田 秀人 共謀罪の何が問題か 高山 佳奈子 航空機産業と日本 中村 洋明 1分間決算書 木村 俊治
ジャングルの儀式 大沢 在昌 政治を動かすメディア 芹川 洋一 電力・ガス自由化の真実 野村 宗訓 元気が出る朝礼 話のネタ帳 本郷 陽二
恋愛仮免中 奥田 英朗 あきらめない練習 植松 努 iPadスマートガイド リンクアップ 仕事場のちょっと奥までよろしいですか? 佐藤 ジュンコ
すっとこどっこい! 金子 成人 ポジティブ会議 松岡 修造 世界の銘艦ヒストリア 白石 光 介護の仕事には未来がないと考えている人へ 濱田 孝一
出雲のあやかしホテルに就職します　② 硝子町 玻璃 「退屈」の愉しみ方 名取 芳彦 ゆるく暮らす マキ 転職面接の話し方・伝え方 丸山 貴宏
P・O・S 鏑木 蓮 徳川社会の底力 山崎 善弘 人生にお金はいくら必要か 山崎 元 会社でExcelを使うということ。 日花 弘子
騒ぎ屋始末 喜安 幸夫 戦国文書調査マニュアル 柴辻 俊六 定年まで10年ですよ 日経ヴェリタス編集部 POP1年生 山口 茂
開運十社巡り 倉阪 鬼一郎 秘伝・日本史解読術 荒山 徹 木工手道具の基礎と実践 大工道具研究会 キャッチコピーの教科書 さわらぎ 寛子
哀惜の剣 小杉 健治 発見!不思議の国のアリス 寺嶋 さなえ ズパゲッティで編むバッグと小物 himawari 仕事で使える受験英単語1200 晴山 陽一
にらみ 佐伯 泰英 おいしい時間をあの人と 伊藤 まさこ 繕う暮らし ミスミ ノリコ 印刷・加工DIYブック 大原 健一郎
次男坊若さま修行中　③ 千野 隆司 明仁天皇の言葉 近重 幸哉 野菜だし イチカワ ヨウスケ やさしいHACCP入門 新宮 和裕
中山道の鬼と龍 鳥羽 亮 忘れないでヒロシマ ランメル幸 かんたん冷凍作りおき 倉橋 利江 日本の優れたサービス 松井 拓己
ミッション建国 楡 周平 遺書 森 喜朗 和えるからおいしいおかず 堤 人美 第一印象で好感度アップビジネスメイクの新ルール 尾花 ケイコ
三人娘 野口 卓 ニッポン線路つたい歩き 久住 昌之 山料理 小雀 陣二 働く女性が知っておくべきビジネスファッション・ルール 大森 ひとみ
首狙い 氷月 葵 京都の壁 養老 孟司 食パンがあれば 山崎 佳 少ない人数で売上を倍増させる接客 成田 直人
九字兼定 藤井 邦夫 カナダ歴史街道をゆく 上原 善広 ぼくのからだによいおやつ ぼく
高校図書館デイズ 成田 康子 あたらしくておいしい和のおかし 黒岩 典子
人はどのように鉄を作ってきたか 永田 和宏 世界一美しい食べ方のマナー 小倉 朋子
通勤電車のはなし 佐藤 信之 住まいの老い支度 阿部 絢子
すごい進化 鈴木 紀之 アジアの終わり マイケル・オースリン 超図解認知症介護 米山 淑子
無意識の構造 河合 隼雄 ルポ絶望の韓国 牧野 愛博 隔離の記憶 高木 智子
習近平の中国 林 望 一刀両断 櫻井 よしこ 一枚の切符 崔 南龍
質問する、問い返す 名古谷 隆彦 日露外交 佐藤 優 ハンセン病療養所を生きる 有薗 真代
偽りの経済政策 服部 茂幸 経済成長主義への訣別 佐伯 啓思 日本への遺言 出町 譲 1型糖尿病でも大丈夫 小野 愛美
まっぷたつの子爵 カルヴィーノ 裁判所の正体 瀬木 比呂志 ルポ農業新時代 読売新聞経済部 認知症&もの忘れはこれで9割防げる! 浦上 克哉
蜜柑・尾生の信 芥川 竜之介 都知事失格 舛添 要一 多肉植物ハオルシア 林 雅彦 よくわかる統合失調症 白石 弘巳
釈迦 武者小路 実篤 地方財政を学ぶ 沼尾 波子 とっておきの野菜づくり 関野 幸生

基礎から学べる租税法 谷口 勢津夫 長生き猫の暮らしとお世話 今泉 忠明 『一枚の切符』 崔 南龍
結婚差別の社会学 齋藤 直子 築地移転の謎なぜ汚染地なのか 梓澤 和幸
障害とは何か 藤井 渉 レトロ銭湯へようこそ 松本 康治

ピンポン パク ミンギュ 通信制高校のすべて 手島 純著 地図にない駅 牛山 隆信
世事は煙の如し 余 華 英語で一流を育てる 廣津留 真理 宅配がなくなる日 松岡 真宏
教室の英文学 日本英文学会 賤民にされた人びと 柳田 国男
音楽と沈黙　①② ローズ・トレメイン なんでも自分で包む本 サマンサネット
穢れの町 エドワード・ケアリー 絵本から広がる遊びの世界 樋口 正春
宿命の地　上・下 ロバート・ゴダード 自衛官の心意気 桜林 美佐 ちひろを訪ねる旅 竹迫 祐子
われらの独立を記念し スミス・ヘンダースン 絵本むかし話ですよ 五味 太郎
スペース・オペラ ジャック・ヴァンス 書のひみつ 古賀 弘幸
図書館は逃走中 デイヴィッド・ホワイトハウス 異郷のモダニズム 竹葉 丈著 シニアの面白脳トレーニング222 脳トレーニング研究会

静寂 トーマス・ラープ すごい物理学講義 カルロ・ロヴェッリ 消しゴム花はんこモチーフ153 津久井 智子 定年認知症にならない脳が冴える新17の習慣 築山 節
標本BOOK さとう かよこ 「ビートルズと日本」ブラウン管の記録 大村 亨 健康長寿は心の匙加減 大槻 彰
かなことめぐる自然散歩 群馬県立自然史博物館 美しき雅楽装束の世界 遠藤 徹
くらべてわかる昆虫 永幡 嘉之 チャプリンが日本を走った 千葉 伸夫
南極大陸大紀行 南極OB会編集委員会 私情写真論 荒木 経惟

ほっこり田舎の山陰どんぶり 大塚　茂 面白くて眠れなくなる解剖学 坂井 建雄 <ものまね>の歴史 石井 公成 はつ恋 藤澤 和子
中国農村における持続可能な地域づくり 島根大学・寧夏大学国際協同研究所 音楽療法はどれだけ有効か 佐藤 正之 ナダル・ノートすべては訓練次第 トニ・ナダル おむすびころりん ふきのとう文庫
国宝松江城のお殿様　① 宍道　正年 肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山 耕一郎 自作キャンプアイテム教本 長谷部 雅一 このいろなあに ふきのとう文庫
しまねっこにゃ 寺下 のぞみ よくわかるみんなの救急 坂本 哲也 すごいストレッチ 崎田 ミナ だれのうち？ ふきのとう文庫
先生、犬にサンショウウオの捜索を頼むのですか! 小林 朋道 ながら筋膜リリース のぐち 径大 ここが肝心!語彙力のヘソ 山口 謠司 ひよこひよこ ふきのとう文庫
妖怪と歩く 足立 倫行 病気にならない21の鉄則 「きょうの健康」番組制作班 フランス語で話す自分のこと日本のこと 田中 幸子 みにくいあひるのこ ふきのとう文庫
千変万化の出雲焼 松江歴史館 「疲れない脳」のつくり方 築山 節 天声人語　2017春 朝日新聞論説委員室 おやつ ふきのとう文庫

瀬戸内海の国立療養所に暮らす在日韓国
人二世のハンセン病者の記録。国民年金か
らの排除、隔離法廷など、病と民族による二
重の差別との闘いや、療養所の歴史的な実
態と生活を詳細に綴る。 
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文 庫 ・ 新 書 技 術 ・ 家 庭 
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ハ ー ト フ ル 




