
こんなとき、どうする? 諸富 祥彦 魔女たちのパーティー ロンゾ・アンダーソン
卒業しよう!めんどくさがり 名越 康文 ちがうちがう accototo
こどもブッダのことば 齋藤 孝 ビルくんとはたらくくるま 新井 洋行
わたしのまちですみんなのまちです かこ さとし こどもってね… ベアトリーチェ・アレマーニャ

大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集部 いきものかくれんぼ 海野 和男
よくわかるLGBT 藤井 ひろみ あのときのカレーライス きむら ゆういち
算数の図鑑 キャロル・ヴォーダマン ルラルさんのだいくしごと いとう ひろし
ネコ博士が語る宇宙のふしぎ ドミニク・ウォーリマン しあわせ いもと ようこ
写真で見る星と伝説 野尻 抱影 すすめ!かいてんずし 岡田 よしたか
雪と氷 片平 孝 しゃっくりくーちゃん 竹下 文子 崩れる脳を抱きしめて 知念 実希人
ロゼットのたんけん おくやま ひさし ごはんのにおい 中川 ひろたか エッグマン 辻 仁成
冬眠のひみつ 近藤 宣昭 たかいたかーい オームラ トモコ 酒が仇と思えども 中島 要
「あかつき」一番星のなぞにせまれ! 山下 美樹 かくれてぱくり 海野 和男 トップリーグ 相場 英雄 教場　0 長岡 弘樹
ロボット図鑑 クライブ・ギフォード ことろのばんば 長谷川　摂子 手がかりは「平林」 愛川 晶 千夜と一夜の物語 仁木 英之
はじめてのおやつ 寺西 恵里子 ゆでたまごでんしゃ くればやし よしえ 踊る星座 青山 七恵 消えない月 畑野 智美
生きているだけでいい! 倉橋 燿子 いえないいえない くすはら 順子 ジゼル 秋吉 理香子 守教　上・下 帚木 蓬生
美術ってなあに? スージー・ホッジ パジャマでぽん! くぼ まちこ 宗麟の海 安部 龍太郎 ユーラシアの虹 原子 修
文様えほん 谷山 彩子 ななめねこまちをゆく ジェイソン・カーター・イートン 希望が死んだ夜に 天祢 涼 主婦悦子さんの予期せぬ日々 久田 恵

あそぼう、マジック 日本奇術協会 ねむたいひとたち M.B.ゴフスタイン 波濤の城 五十嵐 貴久 アナログ ビートたけし
ジャングルのサバイバル　④ 洪 在徹 おかしな?ハロウィン ザ・キャビンカンパニー ホワイトラビット 伊坂 幸太郎 編集ども集まれ! 藤野 千夜
思いちがいの言葉 山口 理 いのちはめぐる 嶋田 泰子 世界で一番のクリスマス 石井 光太 茶筅の旗 藤原 緋沙子
ルルとララのハロウィン あんびる やすこ ぴりかちゃんのブーツ さとう あや 琥珀の夢　上・下 伊集院 静 運命の恋をかなえるスタンダール 水野 敬也
唐木田さんち物語 いとう みく 少年と光の木 シバ イクコ ブルーローズは眠らない 市川 憂人 武者始め 宮本 昌孝
うっかりの玉 大久保 雨咲 しましまジャム Goma 西郷の首 伊東 潤 百貨の魔法 村山 早紀
てんこうせいはワニだった! おの りえん いただきますのおつきさま 鈴木 真実 僕たちのアラル 乾 緑郎 失恋バスは謎だらけ 森沢 明夫
にちようびは名探偵 杉山 亮 トイレさん 竹与井 かこ 地の星 伊吹 有喜 見た目レシピいかがですか? 椰月 美智子
妖怪一家のハロウィン 富安 陽子 〇△□のくにのおうさま こすぎ さなえ 屍人荘の殺人 今村 昌弘 吹上奇譚　第1話 吉本 ばなな
空飛ぶおべんとうツアー 野中 柊 ふしぎなのりものずかん 斉藤 洋 天魔の所業、もっての外なり 岩井 三四二 回遊人 吉村 萬壱
ビブリオバトルへ、ようこそ! 濱野 京子 もうじゅうはらへりくま 塚本 やすし 翻弄 上田 秀人 米澤穂信と古典部 米澤 穂信
お願い!フェアリー♥　⑲ みずの まい ハッピーハンター ロジャー・デュボアザン カシス川 荻野 アンナ シュタイネ 多和田 葉子
魔女バジルと闇の魔女 茂市 久美子 くろくんとちいさいしろくん なかや みわ 転生の魔 笠井 潔
まっすぐな地平線 森島 いずみ スープになりました 彦坂 有紀 墨の香 梶 よう子
まほうのゆうびんポスト やまだ ともこ ぞろりぞろりとやさいがね ひろかわ さえこ 1999年の王 加藤 元
ジャック・オー・ランド 山崎 貴 どんぐりないよ 間部 香代 双子は驢馬に跨がって 金子 薫 生きる勇気が湧いてくる本 遠藤 周作
青空トランペット 吉野 万理子 うまれてくれてありがとう マーク・スペリング 森へ行きましょう 川上 弘美 感傷的な午後の珈琲 小池 真理子
オオカミを森へ キャサリン・ランデル あおいジャッカル マーシャ・ブラウン 愛のかたち 岸 惠子 こんな老い方もある 佐藤 愛子
メリーメリーへんしんする ジョーン・G.ロビンソン 月まつりのおくりもの 石井 睦美 武士マチムラ 今野 敏 逆襲される文明 塩野 七生
動物と話せる少女リリアーネ　⑫ タニヤ・シュテーブナー モノレールのたび みねお みつ 砂上 桜木 紫乃 95歳まで生きるのは幸せですか? 瀬戸内 寂聴
プーカの谷 渡辺 洋子 あいたくてあいたくて みやにし たつや 乱世をゆけ 佐々木 功 楽日は来るのだろうか 曽我 文宣

パンツいっちょうめ 苅田 澄子 孤軍 笹本 稜平 老いの僥倖 曽野 綾子
トーストン 新井 洋行 千の扉 柴崎 友香 オトコの一理 堂場 瞬一

猫ヲ捜ス夢 小路 幸也 「マコトよりウソ」の法則 外山 滋比古
中学生の悩みごと 高濱 正伸 『すすめ！かいてんずし』 岡田　よしたか 青い花 瀬戸内 寂聴 松任谷正隆の素 松任谷 正隆
大学の学科図鑑 石渡 嶺司 高架線 滝口 悠生 とりとめなく庭が 三角 みづ紀
脱ネット・スマホ中毒 遠藤 美季 スリーパー浸透工作員 竹内 明 泣きたくなるような青空 吉田 修一
街角には物語が… 高楼 方子 花になるらん 玉岡 かおる 私たちの星で 梨木 香歩

昔話法廷　Season2 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班 終をみつめて 八木 誠一

『教場　０』 長岡　弘樹
『街角には物語が・・・』 高楼　方子 『逆襲される文明』 塩野　七生

はじまりは愛着から 佐々木 正美
子どもの病気SOS 草川 功
はじめてのおいしい離乳食 山口 真弓

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

「教場」「教場２」は警察学校が舞台だっ
たが、本作は、警察学校の教官になる
前の風間が、新米刑事を現場で育てる
「風間道場」が舞台。風間道場に送り込
まれた刑事たちと犯人たちの攻防に息
が詰まる。 

9/27～10/25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。 

大変動期の今こそ歴史に学ぶべきではないか。
2千年に及ぶローマ帝国、中世ルネサンス期の
栄華と衰退を知り尽くした著者が語る、危機の
時代を生きるためのヒント第4弾。 

かいてんずしのレーンがおみせのそ
とへとどんどんつづいていきます。
ジャングルをぬけて、でんしゃとへい
そうし、うみまできました。すると、ネ
タたちはうみへジャポンととびこんで
…。 

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 11月号 

妖しげだったり、コミカルだったり、はたまた
そっと心をやわらげるようなものだったり…。
街の路地のそこここで毎日生まれる小さな物
語を、彩り豊かに描き出した短編集。 



人生の役に立つ聖書の名言 佐藤 優 倍賞千恵子の現場 倍賞 千恵子
ヒトラーの原爆開発を阻止せよ! ニール・バスコム 高倉健 七つの顔を隠し続けた男 森 功
世界史のなかの天正遣欧使節 伊川 健二 スター女優の文化社会学 北村 匡平

牡丹色のウエストポーチ 赤川 次郎 こうして歴史問題は捏造される 有馬 哲夫 世界の橋 マーカス・ビニー FAKEな平成史 森 達也
放課後の厨房男子 秋川 滝美 それ、時代ものにはNGです 若桜木 虔 まちを読み解く 西村 幸夫 昭和と師弟愛 小松 政夫
読売屋お吉甘味とぉんと帖 五十嵐 佳子 難読苗字辞典 新藤 正則 世界の美しい窓 五十嵐 太郎 女子の腹割プログラム 森 俊憲
鬼平犯科帳　⑱⑲ 池波 正太郎 ストックホルムへの廻り道 大村 智 東芝の悲劇 大鹿 靖明 パラリンピック大百科 日本障がい者スポーツ協会

花咲舞が黙ってない 池井戸 潤 西郷隆盛 十の「訓え」 西郷 隆文 ボクたちの駄!菓子 初見 健一 巨人軍非常事態宣言 野村 克也
混乱 上田 秀人 サハリンに残された日本 斉藤 マサヨシ 色を楽しむ大人のおしゃれ 堀川 波 裏まで楽しむ!大相撲 ダグハウス
決意 岡本 さとる わたしの「家じかん」ルール インプレス書籍編集部 変化球には気を付けて 金 成龍
紀尾井坂版元殺人事件 風野 真知雄 小さな家の暮らし 柳本 あかね 羽生善治の将棋「次の一手」150題 羽生 善治
女鍼師竜尾 喜安 幸夫 心地いい手ぬいのおしゃれ服 高橋 恵美子 ひふみんの将棋入門 加藤 一二三
微笑み返し 小杉 健治 『日本』って、どんな国? 大森 和夫 日々のあみもの 那須 早苗 金田一秀穂のおとなの日本語 金田一 秀穂
恨み残さじ 佐伯 泰英 ニッポンの大問題　少子“超”高齢化編 石破 茂 まきものいろいろ 風工房 図説日本の文字 今野 真二
恋はかげろう 坂岡 真 経済成長なき幸福国家論 平田 オリザ うれしい副菜 瀬尾 幸子 大人の語彙力ノート 齋藤 孝
ころころ手鞠ずし 坂井 希久子 ブレグジット秘録 クレイグ・オリヴァー フライパンで蒸し料理 堤 人美 フィリピノ語のしくみ 下平 英輝
暗闘七人 鳥羽 亮 韓国人による末韓論 シンシアリー 日本のすごい味 平松 洋子 韓国語のしくみ 増田 忠幸
濡れ衣の女 早見 俊 米朝戦争をふせぐ 和田 春樹 ひとつの野菜で作る常備菜 庄司 いずみ 楽しく学ぶ大人のための英会話 糸井 江美
お弁当代行屋さんの届けもの 妃川 螢 ゼロからわかる「世界の読み方」 佐藤 優 フルーツカッティングの教科書 根津 有加里
寒梅 藤原 緋沙子 東京五輪後の日本経済 白井 さゆり いも・くり・かぼちゃのスイーツ 信太 康代
関の孫六 藤井 邦夫 日本を救う最強の経済論 高橋 洋一 はじめてのお菓子教室 荻田 尚子
虹のかけ橋 和田 はつ子 ライフ・プロジェクト ヘレン・ピアソン 図解でわかる!お仕事のExcel 朝岳 健二

社会保障クライシス 山田 謙次 『世界の美しい窓』 五十嵐　太郎 仕事力を高める記憶術・読書術 仕事の教科書編集部
ゆっくり気ままな老いじたく 吉沢 久子 逆境を「アイデア」に変える企画術 河西 智彦
凶獣 石原 慎太郎 図解でわかる!お仕事のWord 朝岳 健二

13・67 陳 浩基 「なんとかする」子どもの貧困 湯浅 誠 経理の力で会社の課題がわかる本 小栗 勇人
自由を盗んだ少年 金 革 闘いを記憶する百姓たち 八鍬 友広 働き方改革7つのデザイン 土田 昭夫
運命と復讐 ローレン・グロフ 手話を学ぶ人のために 本名 信行 はじめて講師を頼まれたら読む本 大谷 由里子
冷たい家 JP.ディレイニー イ・ヨンエの晩餐 イ ヨンエ 総合力 岡田 東詩子
東の果て、夜へ ビル・ビバリー 日本人のこころとかたち 小笠原 敬承斎 仕事の生産性が上がるトヨタの習慣 OJTソリューションズ
オクトーバー チャイナ・ミエヴィル 日本妖怪考 マイケル・ディラン・フォスター 荒くれ漁師をたばねる力 坪内 知佳
私の中のわたしたち オルガ・R.トゥルヒーヨ アルバイトが辞めない職場の作り方 平賀 充記
湖の男 アーナルデュル・インドリダソン 自分で育てて、食べる果樹100 船越 亮二 ネットで「女性」に売る 谷本 理恵子
ボージャングルを待ちながら オリヴィエ・ブルドー I LOVE盆栽 葉住 直美 縁起のよいデザイン フレア
レーナの日記 エレーナ・ムーヒナ ビジュアル高校数学大全 涌井 良幸 ウサギの看取りガイド 田向 健一

地球46億年の秘密がわかる本 地球科学研究倶楽部 猫だもの いせ ひでこ

『オクトーバー』 チャイナ・ミエヴィル カラー図鑑日本の火山 高田 亮 侵略する豚 青沼 陽一郎
すごい博物画 デイビッド・アッテンボロー 秋の樹木図鑑 林 将之 ADHDの子の育て方のコツがわかる本 本田 秀夫
雑草が教えてくれた日本文化史 稲垣 栄洋 日本人ときのこ 岡村 稔久 コレステロールにぐぐっと効く食事習慣 主婦の友社
木の実さんぽ手帖 亀田 龍吉 消費大陸アジア 川端 基夫 オトナの発達障害大図解 藤田 潔
たいへんな生きもの マット・サイモン 銭湯は、小さな美術館 ステファニー・コロイン 7つの秘訣で膝痛解消! 松原 秀樹
蟲の饗宴 奥本 大三郎 はじめてのメルカリの使い方 桑名 由美 がんになる前に乳房を切除する 小倉 孝保
人を襲うクマ 羽根田 治 新・自転車“道交法”BOOK 疋田 智 日本の癩対策の誤りと「名誉回復」 成田 稔
0歳からのがん教育 笹井 啓資 宅配クライシス 日本経済新聞社 我がおっぱいに未練なし 川崎 貴子
「ぜんそく」のことがよくわかる本 松瀬 厚人 タケダアワーの時代 友井 健人

京都学派酔故伝 櫻井 正一郎 認知症にならないクセづくり 広川 慶裕
スキルアップ!情報検索 中島 玲子 妊活に疲れたら、開く本 平山 史朗
最新IoTがよ～くわかる本 神崎 洋治 休息のレシピ 松本 くら 昭和の思い出ドリル 篠原 菊紀
学校図書館の可能性 渡邊 重夫 病院のすべてがわかる! コンパッソ税理士法人 比べてもっとよくわかる仏像 熊田 由美子 コスパ最強健康法43 藤田 紘一郎
名著探訪108 藤原書店編集部 長友佑都の食事革命 長友 佑都 かんたんやさしい押し絵 西本 典子 ごぼう先生と楽しむ大人の健康体操 簗瀬 寛
すごい古書店 変な図書館 井上 理津子 わくわくロゴワーク 岡口 房雄
経験をリセットする 河本 英夫 『たいへんな生きもの』 マット・サイモン 戌年のゆる文字年賀状 宇田川 一美 『コスパ最強健康法43』 藤田　紘一郎
日本思想史への道案内 苅部 直 あふれる愛 金澤 泰子
厄祓いの極意 江原 啓之 愛の方程式 金澤 翔子
逆境の中で咲く花は美しい 工藤 進英 築地魚河岸ブルース 沼田 学
ありがとうの魔法 小林 正観 民藝の日本 日本民藝館
生きていくあなたへ 日野原 重明 図説英国アンティークの世界 小野 まり
活きる力 稲盛 和夫 新しい分かり方 佐藤 雅彦

健 康 情 報 

産 業 

ビ ジ ネ ス 支 援 

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 

えさにされては生きてけず、えさがなくても
生きてけず。生きものたちの<問題>を取り上
げ、その<解決策>をリアルなイラストと共に
解説。進化の不思議がぐんぐんわかる、サ
イエンスライターならではの深いうんちくが
満載。 

お金をかけず健康になろう! 80歳目前で全国を
駆け回る超人ドクターが、自身が実践している
「ほとんどゼロ円」の健康習慣を初公開。科学
的根拠や研究データも、イラストを交えてわか
りやすく解説する。 

健 康 長 寿 

京都駅ビル、大英博物館図書室…。日本を
含むアジア、中近東、ヨーロッパの各国、ア
メリカなど、古今東西の建築を旅するかのよ
うに、選りすぐりの世界の美しい窓をオール
カラーの写真とともに紹介する。 

民衆が街頭を埋め尽くし、世界は赤く染まっ
た。不可能なはずの革命が成し遂げられた
瞬間…。レーニン、トロツキー、そして彼らを
衝き動かした名もなき群衆たちの壮大な物
語。 


