
魔女学校の教科書 西村 佑子 おふろでなんでやねん 鈴木 翼
正義の声は消えない ラッセル・フリードマン ぬけちゃった スティーブ・アントニー

ニャ～るほど論語道場 上重 さゆり くいしんぼうのこぶたのグーグー 得田 之久
ヒロシマのいのち 指田 和 シロクマくつや すてきななつやすみ おおで ゆかこ
ぼくらがつくった学校 ささき あり おべんとうばこのなかから 中川 ひろたか
世界の妖怪百物語 水木 しげる じごくにいったかんねどん 常光 徹
夢のかなえ方 関 和之 おつきみバス 藤本 ともひこ
ジュニア空想科学読本　⑪ 柳田 理科雄 ばけバケツ 軽部 武宏
きのこのふしぎえほん 山本 亜貴子 きみもこねこなの? エズラ・ジャック・キーツ

水辺の鳥を観察しよう! 飯村 茂樹 ごちそうの木 ジョン・キラカ 国士 楡 周平
世界の乗りもの大図鑑 クライブ・ギフォード おしりびより 酒巻 恵 影裏 沼田 真佑

しんかんせんでも どんかんせんでも かこ さとし ななちゃんペンギン さかい あいも むーさんの自転車 ねじめ 正一
激流のサバイバル スウィートファクトリー ちょっぴりおかしなどうぶつえん アリソン・ジェイ 潔白 青木 俊 ピアリス 萩尾 望都
目でみる地下の図鑑 こどもくらぶ ゆめねこ 真珠 まりこ 弥栄の烏 阿部 智里 とるとだす 畠中 恵
珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向 健一 おーいおばけ 末崎 茂樹 濱地健三郎の霊なる事件簿 有栖川 有栖 たとえあなたが骨になっても 菱川 さかく
恋する熱気球 梨屋 アリエ すごいね!みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー AX 伊坂 幸太郎 廃市 福永 武彦
リンちゃんとネネコさん 森山 京 うみべのまちで ジョアン・シュウォーツ 完本春の城 石牟礼 道子 タフガイ 藤田 宜永
キワさんのたまご 宇佐美 牧子 うし 内田 麟太郎 きょうの日は、さようなら 石田 香織 非常出口の音楽 古川 日出男
おしりたんてい いせきからのSOS トロル たいふうのひ 武田 美穂 MM 市川 拓司 四時過ぎの船 古川 真人
あぐり☆サイエンスクラブ:夏 堀米 薫 ぱんつさいこう! ジャレッド・チャップマン 少女は夜を綴らない 逸木 裕 監督の問題 本城 雅人
わたしからわらうよ 押切 もえ タコめし つきおか ようた 絢爛たる奔流 岩井 三四二 祝言島 真梨 幸子
青いスタートライン 高田 由紀子 1ぽんでもにんじん 長野 ヒデ子 ジャパン・トリップ 岩城 けい 俺たちはそれを奇跡と呼ぶのかもしれない 水沢 秋生
花あかりともして 服部 千春 バスていよいしょ 重松 彌佐 塔と重力 上田 岳弘 白村江の戦い 三田 誠広
おねえちゃんって、いっつもがまん!? いとう みく じいちゃんバナナばあちゃんバナナ のし さやか 光二郎分解日記 大山 淳子 わざと忌み家を建てて棲む 三津田 信三
まじょのナニーさん 藤 真知子 おこらせるくん のぶみ 帝都大捜査網 岡田 秀文 孟徳と本初 吉川 永青
5分後に思わず涙。 桃戸 ハル ねこのさら 野村 たかあき 病弱探偵 岡崎 琢磨
ピラミッド帽子よ、さようなら 乙骨 淑子 ごめんなさい サトシン 真ん中の子どもたち 温 又柔 『影裏』 沼田　真佑
かいけつゾロリのかいていたんけん 原 ゆたか おじいちゃんのふしぎなピアノ はまぎし かなえ うなぎ女子 加藤 元
水晶宮の死神 田中 芳樹 ペネロペとおむつのふたごちゃん アン・グットマン 歴史はバーで作られる 鯨 統一郎
オレンジ色の不思議 斉藤 洋 クマノミのおさんぽ 羽田 美智子 決戦!関ケ原　② 葉室 麟
九時の月 デボラ・エリス 妖怪美術館 広瀬 克也 いくさの底 古処 誠二
メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート まけるのもだいじだよにじいろのさかな マーカス・フィスター ソロ 笹本 稜平
ただ、見つめていた ジェイムズ・ハウ こらっ、どろぼう! ヘザー・テカヴェク 家族のあしあと 椎名 誠
宇宙の生命 ルーシー・ホーキング ペペットのえかきさん リンダ・ラヴィン・ロディング さあ、文学で戦争を止めよう 笙野 頼子
もうひとつのWONDER R.J.パラシオ エルマーとクジラ デビッド・マッキー 言の葉の庭 新海 誠

かまってシロイルカ 松橋 利光 桶狭間の四人 鈴木 輝一郎

『もうひとつのWONDER』 R.J.パラシオ オリオンとクラヤーミ エマ・ヤーレット 小指が燃える 青来 有一 バブルノタシナミ 阿川 佐和子
ボンネットの下をのぞいてみれば… エスター・ポーター 君が夏を走らせる 瀬尾 まいこ 三博四食五眠 阿佐田 哲也
地面の下をのぞいてみれば…カレン・ラッチャナ・ケニー ランニング・ワイルド 堂場 瞬一 あなたの人生を、誰かと比べなくていい 五木 寛之
あま～いしろくま 柴田 ケイコ ネメシスの使者 中山 七里 花びら供養 石牟礼 道子
ブタのドーナツやさん 谷口 智則 ニュータウンクロニクル 中澤 日菜子 見抜く力 姜 尚中

ゴースト 中島 京子 破れかぶれの幸福 佐藤 愛子

『おつきみバス』 藤本　ともひこ 月夜に溺れる 長沢 樹 あなただけじゃないんです 瀬戸内 寂聴

銀河の通信所 長野 まゆみ 死の準備教育 曽野 綾子
黄泉坂案内人　3条目 仁木 英之 楽天の日々 古井 由吉

クリエイターのハローワーク ビーコムプラス 忍物語 西尾 維新 ベスト・エッセイ　2017 日本文藝家協会
歯科医師になるには 笹田 久美子 今日はヒョウ柄を着る日 星野 博美
5分間で心にしみるストーリー エブリスタ 『弥栄の烏』 阿部　智里
5分後に感動のラスト エブリスタ 『ベストエッセイ　２０１７』 日本文藝家協会
マイナス・ヒーロー 落合 由佳
恋するぷにちゃん ジュリー・マーフィー
青春ロボット 佐久本 庸介 0・1・2歳未満児の食事 食べもの文化編集部
青春は燃えるゴミではありません 村上 しいこ 祖父母手帳 森戸 やすみ
ボトルクリーク絶体絶命 ワット・キー 赤ちゃんのしあわせ名前事典　2017-2018年版 牧野 恭仁雄

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

失った記憶をさがし求める日嗣の御子・若宮。
真赭の薄は、浜木綿の決意に衝撃をうける。
宿敵・大猿との最終決戦、八咫烏の軍を率い
る参謀・雪哉のとった作戦とは。 八咫烏の世
界を描くファンタジー長編、シリーズ完結。 

7/25～8/25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。 

エッセイの名人たちの手にかかると、2016
年はこんなに面白い年だったのか。武田砂
鉄、阿川佐和子、林真理子、町田康、リー
ビ英雄ら、一流文筆家の名文を収録。 

会社の出向で移り住んだ岩手で、ただひと
り心を許した同僚の日浅。いつしか疎遠に
なった男のもう一つの顔に、「3.11」以後、
触れることになるのだが…。崩壊の予兆と
人知れぬ思いを繊細に描く。 

今日はおつきみ。ところが、おつきさ
まにおそなえしたおだんごが、うさぎ
にぬすまれてしまいました! バスくん
とねずみたちがおいかけていくと…。 

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 
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あたらしく入った本 
平成29年 9月号 

いじめっ子ジュリアン、幼なじみのクリスト
ファー、同級生のシャーロット。3人の「ふつう
の子」が、生まれつき顔に障害のあるオーガ
ストと出会い…。「ワンダー」のスピンオフ作
品。 



日本人の信仰 島田 裕巳
日本の古寺101選 廣澤 隆之
教誨師関口亮共とBC級戦犯 布川 玲子

書店ガール　⑥ 碧野 圭 羽柴家崩壊 黒田 基樹 こんな建物だれがどうしてつくったの? ジョン・ズコウスキー 仕事に差がつくエクセル最速テクニック きたみ あきこ
チームFについて あさの あつこ 知られざる本土決戦南樺太終戦史 藤村 建雄 三菱航空エンジン史 松岡 久光 動機づけのマネジメント 横田 雅俊
蝶の力学 麻見 和史 名字でわかるあなたのルーツ 森岡 浩 ジオラマで作る懐かしい風景 さかつうギャラリー もっとやりたい仕事がある! 池上 彰
鬼平犯科帳　⑭⑮ 池波 正太郎 世界を動かす巨人たち　経済人編 池上 彰 5倍速くなるWi‐Fiの強化書 日経PC21 販売員の教科書 鈴木 比砂江
浪人奉行　2ノ巻 稲葉 稔 父「永六輔」を看取る 永 千絵 ど田舎うまれ、ポケモンGOをつくる 野村 達雄 「働き方改革」まるわかり 北岡 大介
探偵が早すぎる　上・下 井上 真偽 広辞苑はなぜ生まれたか 新村 恭 家族でつくる心地いい暮らし 本多 さおり 社会的課題に挑戦する若き起業家たち 関西中小企業研究所
覚悟の紅 上田 秀人 世界の廃墟・遺跡60 リチャード・ハッパー みんなの暮らし日記 みんなの日記編集部 従業員を採用するとき読む本 中小企業を応援する士業の会

わるじい秘剣帖　⑧ 風野 真知雄 バックパッカーズ読本 旅行情報研究会 赤ちゃんのためのかわいい小もの 奥山 千晴 誰でもできる!LINE WORKS導入ガイド 井上 健語
因業探偵 小林 泰三 深ぼり京都さんぽ グレゴリ青山 パリの着せ替えどうぶつ人形 今野 はるえ プレゼンのレシピ 野中 アンディ
夢三夜 佐伯 泰英 「フランスの最も美しい村」全踏破の旅 吉村 和敏 いちどで覚えるフライパンレシピ 浜 このみ 弁護士が教える!小さな会社の法律トラブル アディーレ法律事務所
凶賊 坂岡 真 ヨーロッパたびごはん ながら りょうこ 毎日のホーローレシピ 真藤 舞衣子 トヨタ語の“力” 桑原 晃弥
島の果て 島尾 敏雄 漬け床で絶品おかず しらい のりこ セミナー講師の伝える技術 立石 剛
望月のうさぎ 篠 綾子 留守ごはん 武蔵 裕子 最強のプレゼン段取り術 西脇 資哲
錠前破り、銀太 紅蜆 田牧 大和 日々の野菜帖 高橋 良枝 資格取り方選び方全ガイド　2019年版 高橋書店編集部
鬼婆の魂胆 千野 隆司 日本人が忘れた日本人の本質 山折 哲雄 おいしい雑草料理 小崎 順子 シンプル・フォトレッスン 関根 統
天神小五郎人情剣 辻堂 魁 人間の居場所 田原 牧 げんさんとよーこさんの山ごはん げんさん そばによる地域創生 内藤 重之
エンジェルダスター 富樫 倫太郎 「他人」の壁 養老 孟司 15cm丸型で作るとっておきのケーキ 小田川 さなえ 書いて伝える接客英語 広瀬 直子
霞と飛燕 鳥羽 亮 覚悟 長島 昭久 透明和菓子の作り方 安田 由佳子 接客英語基本の『き』 デイビッド・セイン
猫が見ていた 湊 かなえ　他 ブラック・フラッグス　上・下 ジョビー・ウォリック ミニマリスト、親の家を片づける やまぐち せいこ 実用的!折りチラシデザイン フレア
さよなら神様 麻耶 雄嵩 日本人のための平和論 ヨハン・ガルトゥング ブランディング7つの原則 インターブランドジャパン

鎖と罠 皆川 博子 強みを活かす 曽山 哲人
紅けむり 山本 一力 「大学改革」という病 山口 裕之 『セミナー講師の伝える技術』 立石　剛
警視庁特別取締官 六道 慧 世界を裏側から見る私の手法 佐藤 優 成功する里山ビジネス 神山 典士

夢のあとさき 黒田 福美 協同組合の源流と未来 日本農業新聞
社会学への招待 ピーター・L.バーガー ズボラ農業入門 Matsu釋永
頻発する豪雨災害 高橋 和雄 京都の庭園　上・下 飛田 範夫

神秘大通り　上・下 ジョン・アーヴィング 「わがまま」のつながり方 鎌田 實 はっか油で楽しむ暮らしのアイデア 重松 浩子
オープン・シティ テジュ・コール 親の入院・介護で困らない! 橋中 今日子 あなたの暮らしに似合う花 平井 かずみ
失われた図書館 A.M.ディーン 児童虐待の防止を考える 佐柳 忠晴 世界のハーブ&スパイス大事典 ジル・ノーマン

晩夏の墜落 ノア・ホーリー 「気になる子」にはこう対応してみよう 上原 文 ミツバチの教科書 フォーガス・チャドウィック
暗黒結晶　上・下 ジェームズ・ロリンズ アドラー式「しない」子育て 向後 千春 ときめく金魚図鑑 尾園 暁 子どものADHD早く気づいて親子がラクになる 宮尾 益知
至福の烙印 クラウス・メルツ ブラック部活動 内田 良 散歩が楽しくなる樹の手帳 岩谷 美苗 最新肺がん治療 坪井 正博
呼び出された男 ヨン=ヘンリ・ホルムベリ 考える力の育て方 飛田 基 日航123便墜落の新事実 青山 透子 マンガでわかる認知症の9大法則と1原則 杉山 孝博
弟は僕のヒーロー ジャコモ・マッツァリオール 歴メシ! 遠藤 雅司 世界一訪れたい日本のつくりかた デービッド・アトキンソン 不安をやわらげる家族の認知症ケアがわかる 亀山 祐美

拉致と日本人 蓮池 透 くらべる値段 おかべ たかし 詳しくわかる腎臓病の治療と安心生活 山縣 邦弘
昔話の読み方伝え方を考える 石井 正己 希望のごはん クリコ

泣いて笑って食べた! 高野 久美子
発掘された出雲国風土記の世界 内田 律雄 晴れときどき認知症 脇谷 みどり
るるぶ松江出雲石見銀山　'18 いちまいの絵 原田 マハ がん質問箱 栃木県立がんセンター

若桜鉄道 石原　泰紀 挑む!科学を拓く28人 日経サイエンス編集部 怖い絵のひみつ。 中野 京子 遺伝性乳がん・卵巣がんと生きる スー・フリードマン
宇宙人に、いつ、どこで会えるか? 二間瀬 敏史 漆芸の見かた 小林 真理著 今あるがんを消す食事最強150レシピ 済陽 高穂
終わりなき侵略者との闘い 五箇 公一 切り紙でつくる季節の花図鑑 大原 まゆみ
せつない動物図鑑 ブルック・バーカー TAM'S WORKSの消しゴムはんこ 田村 梓

齋藤孝の知の整理力 齋藤 孝 生命史図譜 土屋 健 ピアニストだって冒険する 中村 紘子
マンガでわかる人工知能 藤木 俊明 日曜日の狩猟採集生活 渓流編集部 サザンオールスターズ1978-1985 スージー鈴木 思いだしトレーニング間違いやすい漢字・熟語 朝日脳活ブックス編集部

図書館と江戸時代の人びと 新藤 透 薬のやめ方減らし方 臼井 幸治 私説大阪テレビコメディ史 澤田 隆治 外国人が見つけた長寿ニッポン幸せの秘密 エクトル・ガルシア
本が好き 安野 光雅 アルビノの話をしよう 石井 更幸著 ちゃぶ台返しの歌舞伎入門 矢内 賢二 脳にいいこと事典 白澤 卓二
十歳までに読んだ本 西 加奈子 他 首姿勢を変えると痛みが消える 山田 朱織 いつでもピラティス 平島 久弥
昭和の翻訳出版事件簿 宮田 昇 寝ても取れない疲れは腎臓が原因 上符 正志 大谷翔平日本の野球を変えた二刀流 小関 順二 『外国人が見つけた長寿ニッポン幸せの秘密』 エクトル・ガルシア
書店員X 長江 貴士 がんと命の道しるべ 新城 拓也 てっぺん 田部井 政伸
自死は、向き合える 杉山 春 その食べ物、偽物です! ラリー・オルムステッド 釣り竿一本からはじめる魚釣り 村越 正海
やり抜く人の9つの習慣 ハイディ・グラント・ハルバーソン 加工食品の危険度調べました 渡辺 雄二 囲碁AI時代の新布石法 大橋 拓文
この国の息苦しさの正体 和田 秀樹 死体鑑定医の告白 上野 正彦 街の公共サインを点検する 本田 弘之
老いたら、笑顔 斎藤 茂太 こころが軽くなるマインドフルネスの本 吉田 昌生 日本語と道徳 西田 知己
今を楽しむ 矢作 直樹 身長を伸ばす栄養とレシピ 石川 三知 「星の王子さま」を英語で読もう 西 きょうじ

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 

沖縄の人たちが死ぬ直前までずっと活動的
なのはなぜなのか? 幸せに長生きする秘訣
は何なのか? スペイン生まれの著者たちが、
日本の百寿者の秘訣と「生きがい」探しに迫
る。  

伝える順序、具体例の入れ方、心のつかみ方…。
著者が数多くのセミナー講師を指導してきた経
験をもとに、受講生が成果を出せるようになり、
セミナーの価値を飛躍的に高めるための伝え方
の極意を、様々な事例とともに伝授する。 
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