
101のビジュアル・イリュージョン サム・タプリン へんしんテスト あきやま ただし
とことん 井上 篤夫 ポポくんのひみつきち accototo
アイちゃんのいる教室 高倉 正樹 オニのきもだめし 岡田 よしたか
なりきり!YouTuber実験小学生 左巻 健男 よるのおと たむら しげる
生きた化石摩訶ふしぎ図鑑 北村 雄一 あこがれのチュチュ カトウ シンジ
はっけんずかんうみ 西片 拓史 あたりかも きたじま ごうき
野菜と栄養素キャラクター図鑑 田中 明 おなみだぽいぽい ごとう みづき
よくわかるネット依存 遠藤 美季 ガーコとリチャードのあいことば 中川 ひろたか
知ってハナダカ!文房具のひみつ箱 スタジオ248 きょうりゅうオーディション たしろ ちさと

子どもの手芸レッスンBOOK 松村 忍 夏がきた 羽尻 利門 嵯峨野花譜 葉室 麟
マングローブ生態系探検図鑑 馬場 繁幸 いちにちじごく ふくべ あきひろ あなたの隣にいる孤独 樋口 有介
決定版工作大図鑑 かざま りんぺい こねことこねこ 東 君平 空に咲く恋 福田 和代
超カンタン!トリック工作BOOK 杉原 厚吉 サダムとせかいいち大きなワニ 松居 友 福袋 朝井 まかて 明治ガールズ 藤井 清美
マジシャンBAZZIの激ウケ!かんたんマジック BAZZI ちいさなはなのものがたり 斉藤 洋 薫風ただなか あさの あつこ 蒼のファンファーレ 古内 一絵
ジャングルのサバイバル　③ 洪 在徹 こだわりやのホーリー なごし かおり 家電兄弟 阿部 牧郎 dele 本多 孝好
ピンクのドラゴンをさがしています あんびる やすこ 空をつくる 村尾 亘 悪寒 伊岡 瞬 パーマネント神喜劇 万城目 学
夏空に、かんたーた 和泉 智 ネコのなまえは 枡野 浩一 小鳥冬馬の心像 石川 智健 風よ僕らに海の歌を 増山 実
おさるのよる いとう ひろし さがそう!マイゴノビートル やました こうへい ゼンマイ 戌井 昭人 標的 真山 仁
靴屋のタスケさん 角野 栄子 手おけのふくろう ひらの のぶあき 噓と人形 岩井 志麻子 宮辻薬東宮 宮部 みゆき　他
まほうの自由研究 如月 かずさ かわうそ3きょうだいとらのまき あべ 弘士 病巣 江上 剛 深海の寓話 森村 誠一
ジャンケンの神さま くすのき しげのり ふーっ! 新井 洋行 秋霧 大倉 崇裕 ここから先は何もない 山田 正紀
八月の光 朽木 祥 ろくろっくびのばけねこしまい 二宮 由紀子 さよなら、ムッシュ 片岡 翔 ジョン・マン　⑥順風編 山本 一力
りすのきょうだいとふしぎなたね 小手鞠 るい ホウホウフクロウ 井上 洋介 本好きの下剋上　第3部④ 香月 美夜 文豪と暮らし 開発社
ホテルやまのなか小学校 小松原 宏子 森のパンダ 唐 亜明 現世怪談 木原 浩勝 江戸時代恋愛事情 板坂 則子
モン太くん空をとぶ 土屋 富士夫 かえるのラミー はせがわ さとみ 声なき叫び 小杉 健治 俳句のための文語文法実作編 佐藤 郁良
なみきビブリオバトル・ストーリー 赤羽 じゅんこ 子どもつなひき騒動 宝井 琴調 変幻 今野 敏
きらきらシャワー 西村 友里 ぽつぽつぽつだいじょうぶ? しもかわら ゆみ 泣き虫弱虫諸葛孔明　第5部 酒見 賢一 『宮辻薬東宮』 宮部　みゆき　他
奮闘するたすく まはら 三桃 ようかいえんのなつまつり 白土 あつこ 真夏の雷管 佐々木 譲
こんとんじいちゃんの裏庭 村上 しいこ うさぎのがくそうや 道野 真菜 怪盗桐山の藤兵衛の正体 佐藤 雅美
りりちゃんのふしぎな虫めがね 最上 一平 ホンシメジ先生となぞのテングバナキン! コマヤスカン 腐れ梅 澤田 瞳子
炎に恋した少女 ジェニー・ヴァレンタイン ネズミのゆうびんやさんのなつやすみ マリアンヌ・デュブク ししりばの家 澤村 伊智
見て!わたしの魔法 ルース・サイムズ ねむれないおうさま ベンジャミン・エルキン 煌(きらり) 志川 節子
タイガー・ボーイ ミタリ・パーキンス どうぶつたちがねむるとき イジー・ドヴォジャーク 仁者無敵 志野 靖史
アーサー王と黄金のドラゴン メアリー・ポープ・オズボーン 7つの世界で大ぼうけん! ジーマク・ビュッヒェル マイ・ディア・ポリスマン 小路 幸也
ジェリーフィッシュ・ノート アリ・ベンジャミン いえすみねずみ ジョン・バーニンガム 世界のすべてのさよなら 白岩 玄

ゆめみるじかんよこどもたち ティモシー・ナップマン 暗闇のアリア 真保 裕一

『まほうの自由研究』 如月　かずさ 都市の下をのぞいてみれば… エスター・ポーター 黒い波紋 曽根 圭介 風と共にゆとりぬ 朝井 リョウ
しっぱいなんかこわくない! アンドレア・ベイティー 婚活探偵 大門 剛明 片づけたい 赤瀬川 原平　他
パリのエマ クレール・フロッサール 政略結婚 高殿 円 君は決して一人ではない! 奥島 孝康
まるぽちゃおまわりさん マーガレット・ワイズ・ブラウン 茄子の輝き 滝口 悠生 おしゃべりな銀座 銀座百点
ぼくのつばさ トム・パーシヴァル 明治乙女物語 滝沢 志郎 荒野に立てば 北方 謙三
エルマーとブルーベリーパイ ジェーン・セアー 左京区桃栗坂上ル 瀧羽 麻子 生きてこそ 瀬戸内 寂聴

チャップリン暗殺指令 土橋 章宏 人生の醍醐味 曽野 綾子

『ねむれないおうさま』 ベンジャミン・エルキン 紅城奇譚 鳥飼 否宇 古都再見 葉室 麟

天狗の回路 中上 紀 美女は飽きない 林 真理子
学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300 東京・学校図書館スタンプラリー実行 もう生まれたくない 長嶋 有 99歳からあなたへ 吉沢 久子
14歳からのパレスチナ問題 奈良本 英佑 散歩本を散歩する 池内 紀
義肢装具士になるには 益田 美樹 『家電兄弟』 阿部　牧郎
13歳から身につける一生モノの文章術 近藤 勝重 『おしゃべりな銀座』 銀座百点
ナイスキャッチ! 横沢 彰
真夜中のパン屋さん⑥午前5時の朝告鳥 大沼 紀子

ラブリィ! 吉田 桃子 赤ちゃんの名づけ新百科mini 栗原 里央子
15歳、ぬけがら 栗沢 まり 幼児食新百科mini
ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー 0～3歳のこれで安心子育てハッピーアドバイス 明橋 大二

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

常に時代の先端を行く松下幸之助を抜
群の行動力で支えた義弟・井植歳男。関
東大震災、昭和恐慌、戦争、GHQによる
財閥指定など、幾度もの困難を乗り越え
てパナソニックと三洋電機を創ったふた
りの人生を、直木賞作家が描く。 

6/26～7/ 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。 

きらきらと輝くショーウインドウ、資生堂
パーラー、銀座の街のぬくもり…。作家・女
優・画家・映画監督らが綴る、とっておきの
銀座のはなし50篇。 

宮部みゆきさんが書き下ろした短編を辻村
深月さんが読み、短編を書き下ろす。その辻
村さんの短編を薬丸岳さんが読み、書き下
ろし……今をときめく超人気作家たちが２年
の歳月をかけて“つないだ”ミステリーアンソ
ロジー。 

このごろ、カール王はひとばん中ね
むれずにいました。お城のだいじん
たちは、なんとか王さまにねむって
もらおうと、ちえをしぼります。 

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 8月号 

ミニトマトの観察から、スライム作り、貝がら
工作まで、きゅうけつきのノダちゃんといっ
しょの自由研究は、どれも大さわぎ! 小学生
のサキちゃんとふしぎな女の子ノダちゃんの
楽しいお話。 



世界の特別な1日 マルゲリータ・ジャコーザ

土偶界へようこそ 譽田 亜紀子
日本人は大災害をどう乗り越えたのか 文化庁

アキラとあきら 池井戸 潤 沖縄の戦争遺跡 吉浜 忍 トコトンやさしい3Dものづくりの本 柳生 浄勲 基礎からはじめる職場のメンタルヘルス 川上 憲人
御三家が斬る!　② 井川 香四郎 歴史の証人ホテル・リッツ ティラー・J.マッツェオ ライト式建築 井上 祐一 富士フイルムの『変える力』 伊藤 公介
鬼平犯科帳　⑫⑬ 池波 正太郎 命みじかし恋せよ乙女 中村 圭子 保存車大全コンプリート 笹田 昌宏 ひみつ堂のヒミツ 森西 浩二
ぶぶ漬屋稲茶にございます 今井 絵美子 斎藤昌三 書痴の肖像 川村 伸秀 自動車整備が一番わかる 松平 智敬 成功するマーケティングの基本と実践 竹中 雄三
因果 上田 秀人 美しき闘争 タナハシ・コーツ はじめてのGmail入門 桑名 由美 経営者の教科書 小宮 一慶
光二郎分解日記 大山 淳子 大遺言 永 拓実 はじめる&売れるLINEスタンプ スタラボ 仕事がはかどるJavaScript“超”活用術 クジラ飛行机
居酒屋お夏　⑦ 岡本 さとる いつも笑顔で 海老名 香葉子 眺望絶佳の打ち上げ花火 金武 武 やりたいことを3年後にビジネスにする 田中 直子
小石川貧乏神殺人事件 風野 真知雄 池田勇人ニッポンを創った男 鈴木 文矢 プラスチックの逆襲 デザイン塾 お菓子の包み紙 甲斐 みのり
きずな酒 倉阪 鬼一郎 おやこデート 杉浦 さやか 昭和珍道具図鑑 魚柄 仁之助 めざせ!貿易実務検定 日本貿易実務検定協会

魔障 小杉 健治 釜山オトナ女子のすてきな週末 上田 瑞穂 迷わず決まる!毎朝3分コーディネート 永岡書店編集部 インバウンドビジネス集客講座 村山 慶輔
浪人若さま新見左近　⑬ 佐々木 裕一 NO BAGGAGE クララ・ベンセン プリザーブドフラワー 長井 睦美 博報堂のすごい打ち合わせ 博報堂ブランド・イノベーションデザイン局

御上覧の誉 鈴木 英治 手作りワンピース手帖 働く文学 奥 憲太
短編学校 集英社文庫編集部 『大遺言』 永　拓実 はじめてのジェルネイル130 リーベンビルネ 35歳からの女性のハッピーキャリア 奥山 睦
菊と鬼 鳥羽 亮 時間差ごはん読本 ベターホーム協会集 たった一人のビジネスモデル 川北 喜十郎
寝台急行「銀河」殺人事件 西村 京太郎 東中野「阿波や壱兆」の一年中そうめん 田中 嘉織 心にササるチラシデザイン 加藤 賢策
ベスト本格ミステリ　2017 本格ミステリ作家クラブ ラクしておいしいあつまりごはん 城川 朝 最強の農起業! 畔柳 茂樹
うに勝負 和田 はつ子 バランスごはん 有元 葉子 高校生の就職活動オールガイド　'19年版 加藤 敏明
ルポどうなる?どうする?築地市場 永尾 俊彦 和中華 堤 人美 「あとでやろう」と考えて「いつまでも」しない人へ 和田 秀樹
読みたい心に火をつけろ! 木下 通子 何度も作りたくなるお菓子の基本 荻田 尚子 イラッとされないビジネスメール正解不正解 平野 友朗
親権と子ども 榊原 富士子 ヨーグルトの冷たいお菓子と焼き菓子若山 曜子 自動車リユースとグローバル市場 浅妻 裕
夏目漱石と西田幾多郎 小林 敏明 重曹&クエン酸使いこなしアイデア集 みんなの接客中国語 広瀬 直子
発想法 川喜田 二郎 声なき人々の戦後史　上・下 鎌田 慧 いのちをありがとう 奥田 朱美
ミルクと日本人 武田 尚子 楽しい縮小社会 森 まゆみ 『働く文学』 奥　憲太
入門公共政策学 秋吉 貴雄 モディが変えるインド 笠井 亮平
これを知らずに働けますか? 竹信 三恵子 世界を分断する「壁」 アレクサンドラ・ノヴォスロフ

偽りの「都民ファースト」 片山 善博 これからの地域再生 飯田 泰之
隣国への足跡 黒田 勝弘 はかりきれない世界の単位 米澤 敬
スタンフォードでいちばん人気の授業 佐藤 智恵 トコトンやさしい土壌の本 藤原 俊六郎

書架の探偵 ジーン・ウルフ すごい効率化 金川 顕教 私にもできる!自然農法入門 MOA自然農法文化事業団

メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート フェイクニュースの見分け方 烏賀陽 弘道 メロンとスイカの歴史 シルヴィア・ラブグレン
木に登る王 スティーヴン・ミルハウザー 新貧乏物語 中日新聞社会部 メダカの飼い方繁殖&交配ガイド 水谷 正一
階段を下りる女 ベルンハルト・シュリンク 公民館における災害対策ハンドブック 全国公民館連合会 江戸・明治百姓たちの山争い裁判 渡辺 尚志 見落とされた癌 竹原 慎二
デーミアン ヘッセ 子ども格差の経済学 橘木 俊詔 元気な魚が育つ水槽作り 青木 崇浩 女性のがんの治療 杉山 徹
シュレーディンガーの猫を追って フィリップ・フォレスト 遊びをつくる、生活をつくる。 楠 凡之 飲食店の品質管理のしくみがわかる本 渡邉 常和 家族が治すうつ病 川田 泰輔
バロック協奏曲 アレホ・カルペンティエール 睡眠教育(みんいく)のすすめ 木田 哲生 双極性障害のことがよくわかる本 野村 総一郎
リラとわたし エレナ・フェッランテ ブラック奨学金 今野 晴貴 ハンセン病の社会史 田中 等

子どもといっしょが楽しいおうち歳時記 季節の遊びを楽しむ会 血圧にぐぐっと効く生活習慣 主婦の友社
日米開戦へのスパイ 孫崎 享 江戸の美術大図鑑 狩野 博幸 最新乳がん治療 福田 護

あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ 肺がん 坪井 正博
石破茂の「日本創生」 大下 英治 写真技法と保存の知識 ベルトラン・ラヴェドリン 発達障害の子の健康管理サポートブック 梅永 雄二
山陰絶景 KWAN ゼロから分かる!やきもの入門 河野 惠美子 遺すことば 青山 文平　他
奇跡の澤井珈琲 澤井 理憲 数学ガールの秘密ノート 結城 浩 喜ばれる季節の折り紙 宮本 眞理子 自閉症スペクトラムの子どもたちをサポートする本 榊原 洋一
るるぶ山陰　'18 ホーキング、ブラックホールを語る スティーヴン・W.ホーキング 週末でつくる紙文具 永岡 綾 身近な人に介護が必要なときの本

星のきほん 駒井 仁南子 読むオペラ 堀内 修
地球は本当に丸いのか? 武田 康男 「思わず見ちゃう」のつくりかた ラッキィ池田 『見落とされた癌』 竹原　慎二
雨はどのような一生を送るのか 三隅 良平 高峰秀子と十二人の男たち 高峰 秀子

8割捨てる!情報術 理央 周 図説日本の湿地 日本湿地学会 体のコリがすべて消える究極のストレッチ 中村 格子
IT全史 中野 明 水俣を伝えたジャーナリストたち 平野 恵嗣 最新ソフトバレー・ハンドブック 日本ソフトバレーボール連盟

認定司書のたまてばこ 砂生 絵里奈 よみがえる魚たち 高橋 清孝 登山力アップの強化書 徳永 哲哉
アルカイダから古文書を守った図書館員 ジョシュア・ハマー 背骨コンディショニング 日野 秀彦 ロードバイク超トレーニング実践ドリル 山本 良介
江戸のベストセラー 清丸 惠三郎 ずぼら健康法 村上 百代 小さなアレンジメントの本 坂口 美重子
史料にみる宗像三女神と沖ノ島傳説 宗像 善樹 脳を鍛える茂木式マインドフルネス 茂木 健一郎 9マス将棋の本 青野 照市
神様が宿る御神酒 大浦 春堂 医療者が語る答えなき世界 磯野 真穂 論理的な話し方の極意 齋藤 孝 一生動ける体になる!骨力体操 Makoto
もっとヘンな論文 サンキュータツオ 医者は患者をこう診ている グレアム・イーストン 「あて字」の日本語史 田島 優 死ぬまでボケない1分間“脳活”法 帯津 良一
ぐるぐる♡博物館 三浦 しをん 人生が劇的に変わる睡眠法 白濱 龍太郎 言霊の思想 鎌田 東二 Dr.白澤式脳がぐんぐん若返る方法 白澤 卓二

文学の中には、働く人にとって命綱となるよ
うなことばがいくつもある。日本の小説、現
代文学の登場人物の心情を読み解き、働く
人の迷いや悩みの解決の仕方を考える文
学ガイド。 

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 

医者に見落とされた膀胱癌。そして、「余命1
年」の宣告。膀胱癌ステージ4からの生還を果
たした元ミドル級世界チャンピオン・竹原慎二
の闘病記。妻の視点からの記録も収録。  

黒柳徹子、久米宏、小林亜星、タモリ、
ピーコ、さだまさし、清水ミチコ…。永六
輔の“言葉”によって、仕事や人生が
激変した著名人は数知れない。永六
輔の孫が、ゆかりの人々を訪ね歩き、
永六輔が遺した言葉と行動を辿る。  


