
トリックアートハロウィーン 北岡 明佳 ぼくんちのねこまたフーじぃ 上野 与志
君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子
「戦争」と「平和」をあらわす世界の言葉 稲葉 茂勝 こんやはてまきずし 五味 ヒロミ
算数を使ってワクワク!宇宙探検 アン・ルーニー マンモスのみずあび 市川 里美
毒をもつ生き物たち 船山 信次 そらの100かいだてのいえ いわい としお
ちいさな虫のおおきな本 ユーヴァル・ゾマー ねずみくんといたずらビムくん なかえ よしを
生き物のかたちと動きに学ぶテクノロジー 石田 秀輝 あそぶ! ジェズ・オールバラ
近づくな!襲撃危険生物のひみつ100 おにぎりのひみつ かとう まふみ
歯科衛生士の一日 WILLこども知育研究所 サンカクさん マック・バーネット
介護というお仕事 小山 朝子 6この点 ジェン・ブライアント 神の涙 馳 星周
マルチアングル人体図鑑　① 川島 晶子 ぼくのねこはどこ? ヘンリー・コール 雁にあらねど 蜂谷 涼
世界のくるま図鑑2500 ホッキョクグマと南極のペンギン ジーン・ウィリス 心中旅行 花村 萬月
こどもかんきょう絵じてん 木俣 美樹男 かわいこちゃん 高畠 じゅん子 マツリカ・マトリョシカ 相沢 沙呼 草笛物語 葉室 麟
子どもの手芸ワクワク楽しいアイロンビーズ 寺西 恵里子 みなみへ ダニエル・ダンカン 木曜日にはココアを 青山 美智子 ライオンは仔猫に夢中 東川 篤哉
ねこがおうちにやってきた! 山本 宗伸 だいぶつさまのうんどうかい 苅田 澄子 死神と道連れ 赤川 次郎 マスカレード・ナイト 東野 圭吾
犬がおうちにやってきた! 井原 亮 おしりのねっこ 林 なつこ 末ながく、お幸せに あさの あつこ 地獄の犬たち 深町 秋生
落ち葉のふしぎ博物館 盛口 満 サイモンは、ねこである。 ガリア・バーンスタイン バック・ステージ 芦沢 央 オリンピックがやってきた 堀川 アサコ
ロマン主義って、なんだろう? ケイト・リッグス うるさいアパート マック・バーネット 裏切りのホワイトカード 石田 衣良 でれすけ 簑輪 諒

動物のおりがみ 川畑 文昭 天女かあさん ペク ヒナ ヒストリア 池上 永一 ヴィオレッタの尖骨 宮木 あや子
おもちゃの迷路 香川 元太郎 ぐるぐるまわろうぐるぐるでんしゃ 間瀬 なおかた 鳳凰の船 浮穴 みみ つぼみ 宮下 奈都
知ってる?空手道 町田 直和 サファリ 松岡 たつひで ディレクターズ・カット 歌野 晶午 この世の春　上・下 宮部 みゆき
羽生善治はじめての子ども将棋 羽生 善治 もしかしてオオカミ!? ヴェロニク・カプラン ゲームの王国　上・下 小川 哲 風神雷神　風の章・雷の章 柳 広司
マンガの歴史　① みなもと 太郎 コアラアラアラやってきて おおなり 修司 本日も教官なり 小野寺 史宜 ほしのこ 山下 澄人
カラスだんなのはりがねごてん 井上 よう子 にんぎょうのおいしゃさん マーガレット・ワイズ・ブラウン 銀河鉄道の父 門井 慶喜 淳子のてっぺん 唯川 恵
ようかいとりものちょう　⑦ 大崎 悌造 まっくらやみのまっくろ ミロコマチコ オーバーロードの街 神林 長平 盤上の向日葵 柚月 裕子
涙倉の夢 柏葉 幸子 きみはライオン! ユ テウン 院長選挙 久坂部 羊 さらさら流る 柚木 麻子
いらないねこ ヒグチ ユウコ エンリケタ、えほんをつくる リニエルス 青空に飛ぶ 鴻上 尚史 化身の哭く森 吉田 恭教
10分で読めるこわ～い落語 土門 トキオ なきたろう 松野 正子 ラブセメタリー 木原 音瀬 GIプリン 渡辺 淳子
わすれんぼっち 橋口 さゆ希 ペロペロくんのたからさがし 井川 ゆり子 望むのは 古谷田 奈月 松本清張の葉脈 南 富鎭
かえたい二人 令丈 ヒロ子 くろっぺのおはなばたけ 飯島 敏子 星ちりばめたる旗 小手鞠 るい シルバー川柳　青い山脈編 みやぎシルバーネット

ファニー13歳の指揮官 ファニー・ベン=アミ ぽちっとあかいおともだち コーリン・アーヴェリス フェルメールの街 櫻部 由美子
わたしがいどんだ戦い1939年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッド 空からのぞいた桃太郎 影山 徹 Ank:a mirroring ape 佐藤 究

みんな生きている 中川 ひろたか 騙し絵の牙 塩田 武士

『落ち葉のふしぎ博物館』 盛口　満 もしきみが月だったら ローラ・パーディ・サラス 緑の窓口 下村 敦史 枯れてたまるか! 嵐山 光三郎
てをつなぐ 鈴木 まもる 狐と韃 朱川 湊人 すごいトシヨリBOOK 池内 紀
のら犬ボン たじま ゆきひこ 冤罪犯 翔田 寛 記憶の残照のなかで 呉 文子
眠れなくなる宇宙といのちのはなし 佐藤 勝彦 岩塩の女王 諏訪 哲史 やばい老人になろう さだ まさし
きょうふのおばけにんじん アーロン・レイノルズ 日曜日の人々(サンデー・ピープル) 高橋 弘希 生きてるって、幸せー!　Peace編 田口 ランディ
ドン・キホーテ ミゲル・デ・セルバンテス ダダイストの睡眠 高橋 新吉 女塾 田渕 久美子
いっぽんのせんとマヌエル マリア・ホセ・フェラーダ 乗りかかった船 瀧羽 麻子 安楽死で死なせて下さい 橋田 壽賀子
おちばのプール 西沢 杏子 移植医たち 谷村 志穂 昭和の男 半藤 一利

人形たちの白昼夢 千早 茜 人生の旅をゆく　③ 吉本 ばなな
SDGs 日能研教務部 『ねずみくんといたずらビムくん』 なかえ　よしを R帝国 中村 文則 うつぼのひとりごと 吉村 萬壱
文学部 戸田 恭子 無敵の二人 中村 航 言葉の羅針盤 若松 英輔
ぼくとあいつと瀕死の彼女 ジェス・アンドルーズ ワルツを踊ろう 中山 七里 都市と野生の思考 鷲田 清一
理科準備室のヴィーナス 戸森 しるこ 100億人のヨリコさん 似鳥 鶏 おれたちを跨ぐな! 椎名 誠

ナイスキャッチ!　② 横沢 彰 十五歳の戦争 西村 京太郎

『騙し絵の牙』 塩田　武士
『理科準備室のヴィーナス』 戸森　しるこ 『言葉の羅針盤』 若松　英輔

赤ちゃんとママがぐっすり眠れる本 小山 博史
日めくりマタニティブック マギー・ブロット
時短・かんたん・幼児食 友利 新

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

大手出版社で雑誌編集長を務める速水は、
上司から廃刊を匂わされたことをきっかけ
に、組織に翻弄されていく…。唯一無二の俳
優・大泉洋を「あてがき」した社会派長編。 

8/26～9/26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。 

わたしを導く言葉は、わたしのなかにあった。
手紙、夢、仕事、幸福、魂、旅…日々の出来事、
記憶から想起する言葉に、本で出会った文章
をそえて語る。静かな励ましに満ちたエッセイ
集。 

みなれない子にであったねずみくん。
その子のなまえは「いたずらビムく
ん」。ビムくんにいたずらされたどうぶ
つたちが、つぎからつぎへとやってき
て…。  

エ ッ セ イ 

ヤングアダルトコーナー 
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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 10月号 

落ち葉のみかけはいろいろ。大きさもかたち
もいろづきも、おなじ木の落ち葉でもちがい
ます。カラーのイラストでわかりやすくおしえ
てくれる本です。 

洋風の印象的な顔立ちをしている理科の先
生は、結婚していないのに、子どもがいるっ
ていうウワサ。私はその先生の真似をして髪
を伸ばし始めた。そしてもうひとり、先生をみ
つめる生徒がいて…。 



坂本龍馬最後の一カ月 河合 敦
産婆フジヤン 坂本 フジヱ
帰ってきた日々ごはん　③ 高山 なおみ

鬼平犯科帳　⑯⑰ 池波 正太郎 世界をまどわせた地図 エドワード・ブルック=ヒッチング ごみを資源にまちづくり 中村 修 超速エクセル仕事術 岡田 充弘
宿痾 上田 秀人 岳泉会のよくばり温泉マウンテン 落合 恵 国宝・閑谷学校 小川 重雄 平成のビジネス書 山田 真哉
命の代償 沖田 正午 京都紅葉旅 水野 克比古 小さな家の間取り解剖図鑑 本間 至 九十歳まで働く! 郡山 史郎
親友 川端 康成 原発の教科書 津田 大介 自分たちでつくろうNPO法人! 名越 修一
三度目の殺人 是枝 裕和 はじめてのレコーディング 満田 恒春 6時だよ全員退社! 田中 健彦
君を一人にしないための歌 佐藤 青南 灯台はそそる 不動 まゆう 仕事に差がつくワード最速テクニック 井上 香緒里
風味さんのカメラ日和 柴田 よしき 親鸞と日本主義 中島 岳志 ラク家事の極意 辻 博文 後悔しない「産む」×「働く」 齊藤 英和
夏の祈りは 須賀 しのぶ 近世の開幕と貨幣統合 高木 久史 ちょっとよそ行き 中野 ユカリ ドローンビジネス参入ガイド 関口 大介
果断の桜 鈴木 英治 大人のための社会科 井手 英策 バッグの型紙の本 越膳 夕香 会社四季報業界地図　2018年版 東洋経済新報社
我が心は石にあらず 高橋 和巳 中国では書けない中国の話 余 華 ミニマルごはん 下条 美緒 攻めるロングセラー 係長マッキー
遠き潮騒 辻堂 魁 誰が何を論じているのか 小熊 英二 がんばりすぎないごはん 近藤 幸子 売上が伸びる手書きPOP 井口 裕子
幻想の未来 筒井 康隆 危機にこそぼくらは甦る 青山 繁晴 わたしのいつものごはん 栗原 はるみ 儲かる10億円ヒット商品をつくる! 村松 勝
身代わりの空　上・下 堂場 瞬一 アメリカ帝国衰亡論・序説 中西 輝政 つくりおきを楽しむ暮らし 伊藤 茜 コトラーのマーケティング4.0 フィリップ・コトラー
白に染まる 中島 要 ボコ・ハラム 白戸 圭一 忙しい人のための「ついでレシピ」 笠原 将弘 稲盛和夫の実践アメーバ経営 稲盛 和夫著
廃校先生 浜口 倫太郎 「エイジノミクス」で日本は蘇る 吉川 洋著 最愛台湾ごはん 池澤 春菜 最強のネーミング 岩永 嘉弘
R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室 古野 まほろ これが長期投資の王道だ 澤上 篤人 パンソロジー 池田 浩明 セミナー講師超入門 大岩 俊之
八月十五日に吹く風 松岡 圭祐 「あなた」という商品を高く売る方法 永井 孝尚 日本茶のさわやかスイーツ 本間 節子 業界分析ハンドブック みずほ証券エクイティ調査部

棟居刑事の推理 森村 誠一 武器としての経済学 大前 研一 すごい!セスキ掃除 石鹼百科 時短術大全 生産性改善会議
孤狼の血 柚月 裕子 悩める日本人 山田 昌弘 「無印良品」この使い方がすごい! 主婦の友社 失業保険150%トコトン活用術　 日向 咲嗣

韓国・韓国人の品性 古田 博司 東京おもちゃ美術館の挑戦 芸術と遊び創造協会 これならわかる決算書キホン50! 木村 直人
高卒採用は宝の山 森部 好樹
りすの四季だより あんどう りす

逆向誘拐 文 善 定年後の暮らしの処方箋 西 和彦
フィリップ・K・ディックの世界 ポール・ウィリアムズ 産まないことは「逃げ」ですか? 吉田 潮 身土不二の探究 山下 惣一 糖尿病は先読みで防ぐ・治す 伊藤 裕
霧の島のかがり火 メアリー・スチュアート 尾木のママで 尾木 直樹 ニッポンの地方野菜 内田 悟 ひざの痛みがスッキリ消える 野本 聡
シンパサイザー ヴィエト・タン・ウェン くらしの昭和史 小泉 和子 猫は、うれしかったことしか覚えていない 石黒 由紀子 がんばりすぎない、悲しみすぎない。 樋野 興夫
その日の後刻に グレイス・ペイリー 「招待所」という名の収容所 ロバート・S.ボイントン 名人が教える和牛の飼い方コツと裏ワザ 農山漁村文化協会 統合失調症 春日 武彦
湖畔荘　上・下 ケイト・モートン 日米同盟のリアリズム 小川 和久 荷車と立ちん坊 武田 尚子
ヤングスキンズ コリン・バレット インバウンドと地域創生 大薮 多可志 『ひざの痛みがスッキリ消える』 野本　聡
消滅遊戯 ロジャー・ホッブズ 『りすの四季だより』 あんどう　りす
わたしの本当の子どもたち ジョー・ウォルトン
起きようとしない男 デイヴィッド・ロッジ
おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン 運慶×仏像の旅 山本 勉
闇夜にさまよう女 セルジュ・ブリュソロ ヘンな浮世絵 歌川 広景
心は燃える ル・クレジオ 花の美術と物語 海野 弘
マーシャの日記 マーシャ・ロリニカイテ 和のカラフル切り絵 ゆまあひmaki

極める!基礎習字練習帳 鈴木 曉昇
はじめてのステンドグラス 齋藤 万友美 オオクニヌシ 出雲に封じられた神 戸矢 学
クラシックコンサートをつくる。つづける。 平井 滿 出雲の中世 佐伯 徳哉

インターネットは自由を奪う アンドリュー・キーン 天気のしくみ 森田 正光 日本刀の総合美 飯山 嘉昌著 山中鹿介 藤岡 大拙
メディアに操作される憲法改正国民投票 本間 龍 面白くて仕事に役立つ数学 柳谷 晃 今日がときめくかご&バッグ 松田 裕美著 中国地域経済の概況　2017 中国電力株式会社エネルギア総合研究

死ぬほど読書 丹羽 宇一郎 温泉手帳 松田 忠徳 はじめての音楽史 久保田 慶一 出雲はなぜ「割子そば」か?その謎に迫る 川上 正夫
どんな絵本を読んできた? 「この絵本が好き!」編集部 恐竜探偵足跡を追う アンソニー・J.マーティン 白髪のうた 市原 悦子 現代に生きる妖怪たち 石井 正己
江戸の瓦版 森田 健司 世界のかわいいけもの! パイインターナショナル 翔ぶ夢、生きる力 石坂 浩二 さんいん自然歳時記　Ⅵ 清末　忠人
裸足のソクラテス 八木 雄二 動物になって生きてみた チャールズ・フォスター 山川静夫の文楽思い出ばなし 山川 静夫 ママになるための『みおごはん』 ミオ・ファティリティ・クリニック

臨床アドラー心理学のすすめ 八巻 秀 奇跡の島・西表島の動物たち 鈴木 直樹 無冠、されど至強 木村 元彦 石見銀山展 島根県立古代出雲歴史博物館集

風の電話 佐々木 格 大学病院の奈落 高梨 ゆき子 義足のアスリート山本篤 鈴木 祐子 ばんとう 松本　薫
それって、必要? 筆子 出生前診断、受けますか? NHKスペシャル取材班 カープのスカウト宮本洋二郎 柳本 元晴
悠々として、人生を降りる 川北 義則 ビックリするほど目が良くなる本 龍村 修 脱・初心者!もっと楽しむ山登り 小林 千穂 『ママになるための『みおごはん』』 ミオ・ファティリティ・クリニック

おとなのきほん 松浦 弥太郎 わたしの主人公はわたし 細川 貂々 京都三十三間堂通し矢列伝 高柳 憲昭
バナナを逆からむいてみたら アーチャン・ブラーム 「おしり」ストレッチ 松尾 タカシ いまからでも遅くない転ばぬ先のシコ 元・一ノ矢
地図でめぐる神社とお寺 帝国書院編集部 姿勢とストレッチでこんなに変わる! 松本 有記 盤上のファンタジア 若島 正
世界単位日本 高谷 好一 なぜあなたの疲れはとれないのか? 梶本 修身 藤井聡太 津江 章二
戦争と平和 百田 尚樹 低気圧女子の処方せん 小越 久美 なくなりそうな世界のことば 吉岡 乾
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「みおごはん」に掲載されたお料理は、季節に
応じた「玄米ごはんと一汁三菜」を基本とした献
立です。こころを込めて旬の食材と丁寧に向き
合い食卓を整えることが身体とこころの健やか
さに通じると提案を続けられてきたものです。 

リュックや長靴の選び方、ダウンの正しい着
方など、アウトドアの知恵や四季の暮らしを
取り入れた防災スキルを紹介。防災をマニュ
アル化するのではなく、アウトドアの知恵と技
術を使って「読者と生き延びるための『知恵』を
分かち合う」ことを目指した一冊です。 

ひざをうまく動かすことで、ひざの炎症は治まり、
痛みも改善する。変形性ひざ関節症を専門と
する整形外科医が、ひざ痛を予防する体操「ひ
ざちゃん体操」を写真で紹介。ひざにかかる負
担を減らす日常動作の改善法も解説する。 


