
なぜと問うのはなぜだろう 吉田 夏彦 パディントンのサーカス マイケル・ボンド
おおきく考えよう ペーテル・エクベリ はやくちことばでおでんもおんせん 川北 亮司
こども座右の銘280 シャスタインターナショナル ふりかけヘリコプター 石崎 なおこ
西郷隆盛　上・下 小前 亮 パンダおやこたいそう いりやま さとし
カレーの教科書 石倉 ヒロユキ にににんにんじん いわさ ゆうこ
もふもふ動物 今泉 忠明 ピカピカヒーローせっけんくん うえたに夫婦
教科で学ぶパンダ学 稲葉 茂勝 おたんじょうケーキをつくりましょ えがしら みちこ
ル・コルビュジエ フランシーヌ・ブッシェ 一角仙人 片山 清司
わかったさんのこんがりおやつ 寺村 輝夫 メリーメリークリスマス! 岡村 志満子
いやし犬まるこ 輔老 心 空の王さま ニコラ・デイビス 西郷どん!　前編・後編 林 真理子
探検!世界の港 PHP研究所 クリスマストレインしゅっぱつ 視覚デザイン研究所 たゆたえども沈まず 原田 マハ
みつけて!アートたんてい ブルック・ディジョヴァンニ・エヴァ ひげじまん こしだ ミカ 風の声が聞こえるか はらだ みずき
よくわかる障がい者スポーツ 藤田 紀昭 サンドイッチをたべたの、だあれ? ジュリア・サーコーン=ローチ 三世代探偵団 赤川 次郎 満天のゴール 藤岡 陽子
知ってる?水泳 村上 二美也 かわいいおとうさん 山崎 ナオコーラ 居酒屋ぼったくり⑧ 秋川 滝美 架空論文投稿計画 松崎 有理
クリスマスめいろブック マッティア・セラト ビークル ダン・サンタット 白い久遠 浅野 里沙子 光の犬 松家 仁之
たぬきのたまご 内田 麟太郎 まじょとねこどんほうきでゆくよ ジュリア・ドナルドソン 人間タワー 朝比奈 あすか オペレーションZ 真山 仁
つくえの下のとおい国 石井 睦美 なりたいなぁ プレム・ラワット 風が吹いたり、花が散ったり 朝倉 宏景 呉漢　上・下 宮城谷 昌光
クリスマスがちかづくと 斉藤 倫 おててかいじゅうつみきのまちへ 真珠 まりこ 画狂其一 梓澤 要 焼け跡のハイヒール 盛田 隆二
シランカッタの町で さえぐさ ひろこ ごはんはおいしい ぱく きょんみ くちなし 彩瀬 まる 僕はロボットごしの君に恋をする 山田 悠介
ちゃめひめさまとペピーノおうじ たかどの ほうこ りんごとけんだま 鈴木 康広 クリスマスを探偵と 伊坂 幸太郎 毒母ですが、なにか 山口 恵以子
妖精のスープ 高森 美由紀 せんたくやさんのググ 関根 知未 鳥獣戯画 磯崎 憲一郎 欺きの童霊 輪渡 颯介
あした飛ぶ 束田 澄江 くるみのなかには たかお ゆうこ はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤 たかみ 今を生きる人のための世界文学案内 都甲 幸治
サラとピンキー ヒマラヤへ行く 富安 陽子 ぼくのさがしもの たけうち ちひろ 戦の国 冲方 丁 奇想天外復刻版アンソロジー 山口 雅也
きみ、なにがすき? はせがわ さとみ くませんせいがねているうちに すとう あさえ 覆面作家 大沢 在昌 江戸川乱歩と横溝正史 中川 右介
サンタちゃん ひこ・田中 こなものがっこう 塚本 やすし 白霧学舎探偵小説倶楽部 岡田 秀文 澁澤龍彦ドラコニアの地平 世田谷文学館
とうふやのかんこちゃん 吉田 道子 きょうりゅうたちのクリスマス ジェイン・ヨーレン さよなら僕らのスツールハウス 岡崎 琢磨 うそつき 野坂 暘子
まるタンクとパイプのひみつ みずの よしえ おとえほん エルヴェ・テュレ キラキラ共和国 小川 糸 荷風を追って 三ツ木 茂
パンツ・プロジェクト キャット・クラーク 路上のおじさん サラ・V 漱石、百年の恋。子規、最期の恋。 荻原 雄一 文豪の女遍歴 小谷野 敦
テオのふしぎなクリスマス キャサリン・ランデル ぼくのおおきさ 殿内 真帆 双生児 折原 一 寝る前に読む一句、二句。 夏井 いつき
ぼくらの原っぱ森 ジュリア・グリーン おんなじおんなじももんちゃん とよた かずひこ 京都伏見のあやかし甘味帖 柏 てん 詩人なんて呼ばれて 谷川 俊太郎
ビーおばさんとおでかけ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ コビトカバ 長田 真作 肉弾 河崎 秋子
さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー くまのこライオンプース にしむら もも 署長・田中健一の幸運 川崎 草志
灰色の服のおじさん フェルナンド・アロンソ おならまんざい 長谷川 義史 ミステリークロック 貴志 祐介

わたしたちのたねまき キャスリン・O.ガルブレイス ヴェネツィア便り 北村 薫 天命 伊藤 淳二
『テオのふしぎなクリスマス』 キャサリン・ランデル なでてなでて 日隈 みさき ぼくせん 木村 忠啓 物語と歩いてきた道 上橋 菜穂子

いぶくろちゃん 平田 昌広 鶏小説集 坂木 司 月夜の散歩 角田 光代
きのうえのおうちへようこそ! ドロシア・ウォーレン・フォックス サーチライトと誘蛾灯 櫻田 智也 人間の値打ち 鎌田 實
ヘビのレストラン 深見 春夫 花歌は、うたう 小路 幸也 ていだん 小林 聡美
やもじろうとはりきち 降矢 なな みさと町立図書館分館 高森 美由紀 こぽこぽ、珈琲 阿川 佐和子　他
60秒のきせき レズリア・ニューマン 機龍警察狼眼殺手 月村 了衛 忘れる女、忘れられる女 酒井 順子
ようこそロイドホテルへ 野坂 悦子 みちづれはいても、ひとり 寺地 はるな 一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田 桃紅
みんなみんないただきます パット・ジトロー・ミラー オブリヴィオン 遠田 潤子 〆切本② 左右社編集部
おさんぽだいきょうそう 三池 悠 駄犬道中こんぴら埋蔵金 土橋 章宏 人生の持ち時間 曽野 綾子

その絆は対角線 円居 挽 ながいながいかもつれっしゃ 溝口 イタル さくら、うるわし 長野 まゆみ ありがとうのかんづめ 俵 万智
ふたご 藤崎 彩織 ゆきのあかちゃん 宮田 ともみ ナックルな三人 ねじめ 正一 虎山に入る 中沢 新一
初心者のアコースティック・ギター基礎教本 自由現代社編集部 こねてのばして ヨシタケ シンスケ 太閤私記 花村 萬月 かるい生活 群 ようこ

5分後に禁断のラスト エブリスタ クマと森のピアノ デイビッド・リッチフィールド 100歳の生きじたく 吉沢 久子

『キラキラ共和国』 小川　糸
『ふたご』 藤崎　彩織 『なでてなでて』 日隈　みさき 『〆切本　②』 左右編集部

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

夫からの詫び状、憧れの文豪からの葉書、
大切な人への最後の手紙…。伝えたい思
い、聞きたかった言葉、承ります。鎌倉を
舞台にした代書屋の物語。「ツバキ文具
店」の続編。 

10/26～11/24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。 

明治から平成、そして海外まで。幻覚を振り払
い、地方に逃亡して、それでも筆を執る作家た
ち。〆切と堂々と戦ってきた〆切のプロたちの
作品を集めたアンソロジー。 

ねこちゃん、わんちゃん、わにさん、
たこさん、はりねずみさんが「なでて
なでて」と、あまえてきます。なでてみ
ると、どんなかんじがするのかな…? 

エ ッ セ イ 

ヤングアダルトコーナー 

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 12月号 

彼は、私のことを「ふたごのようだ…」と言っ
た。私は全然そんな風には思わない。彼は、
私の人生の破壊者であり、創造者だった。と
あるバンドの、結成前夜の物語。 

クリスマスイブの夜、ひとりぼっちのテオは、
「だれか、いっしょにいてください!」とながれ
ぼしにいのりました。すると、ツリーの上で、
ふるぼけたクリスマスのかざりがうごきだし
…。 



ザ・シークレット 人生を変えた人たち ロンダ・バーン しょせん幸せなんて、自己申告。 綾小路 きみまろ
はたらくきほん100 松浦 弥太郎 オリンピックの真実 佐山 和夫
禅、比べない生活 枡野 俊明 壁を超える 川口 能活

魔家族 明野 照葉 戦国おもてなし時代 金子 拓 レーダで洪水を予測する 中尾 忠彦 友情 山中 伸弥
沈黙する女たち 麻見 和史 謀反の通信簿 河合 敦 日本の城事典 千田 嘉博 治す!山の膝痛 小林 哲士
喜連川の風④ 稲葉 稔 東京時間旅行 鹿島 茂 小さな平屋に暮らす。 山田 きみえ 藤田浩子のハンカチでおはなし 藤田 浩子
残りの秋(とき) 今井 絵美子 パレスチナの民族浄化 イラン・パペ 脱!SNSのトラブル 佐藤 佳弘 将棋棋力判定テスト 青野 照市
愛についての感じ 海猫沢 めろん 女が美しい国は戦争をしない 小川 智子 届かなかった手紙 大平 一枝 日本の英語、英文学 外山 滋比古
二度の別れ 岡本 さとる スターリンの娘　上・下 ローズマリー・サリヴァン 朝1分で服が決まる4つの法則 みなみ 佳菜 ENGLISH ACADEMIA 中澤 明子
女が、さむらい④ 風野 真知雄 国境鉄路 小竹 直人 ユニクロ9割で超速おしゃれ 大山 旬
北町同心一色帯刀② 喜安 幸夫 bonとponふたりの暮らし bonpon 『友情』 山中　伸弥
あっぱれ街道 倉阪 鬼一郎 子どもとセンスよく丁寧に暮らす mayuko
二度のお別れ 黒川 博行 手作りアクセサリー 貴和製作所
黎明の剣 小杉 健治 リベラルの自滅 馬渕 睦夫 今日は何編む? 林 ことみ
浅き夢みし 佐伯 泰英 なぜ金正男は暗殺されたのか 西脇 真一 小さな鍋で絶品おかず 石澤 清美
公家武者信平 佐々木 裕一 街場の天皇論 内田 樹 驚きの魅せレシピ 市瀬 悦子
雷火一閃 芝村 凉也 民族問題 佐藤 優 ぜんぶ簡単どんぶり きじま りゅうた
情に泣く 細谷 正充 ユダヤ人を救った動物園 ダイアン・アッカーマン 繰り返し作りたくなる!ラク弁② 長谷川 りえ
姫夜叉 鳥羽 亮 共謀罪は廃止できる 海渡 雄一 お母さんおやつ トミタ セツ子
十津川警部山手線の恋人 西村 京太郎 ばっちゃん 伊集院 要 たまサン たまごサンド愛好会 働く女性に贈る言葉 佐々木 常夫
2030年の旅 恩田 陸 松下幸之助に学ぶ判断力 佐藤 悌二郎 やせる収納 梶ケ谷 陽子 心と生き方 稲盛 和夫
猫ミス! 新井 素子 日銀と政治 鯨岡 仁 修造部長 松岡 修造
冬椋鳥 藤井 邦夫 世代の痛み 上野 千鶴子 完全残業ゼロの働き方改革 米村 歩
物語フィンランドの歴史 石野 裕子 地方に生きる若者たち 石井 まこと コクヨのシンプル整理術 コクヨ株式会社
農学が世界を救う! 生源寺 眞一 聴導犬のなみだ 野中 圭一郎 まるごとわかるイチゴ 西澤 隆 1分で仕事を片づける技術 鈴木 進介
私、日本に住んでいます スベンドリニ・カクチ 家族の教科書 熊野 英一 はじめてでもできる小さな庭づくり 小黒 晃 図解でわかる!伝わるプレゼン 藤原 毅芳

新・神楽と出会う本 三上 敏視 ねこのおしごと 川俣 綾加 できる人の時短仕事術 水沢 博樹

『２０３０年の旅』 恩田　陸　他 進化する妖怪文化研究 小松 和彦 ヤギ飼いになる ヤギ好き編集部 私は自分の仕事が大好き② 鴨頭 嘉人
ハーフ・ブリード 今福 龍太 トリュフの歴史 ザッカリー・ノワク 農業を繫ぐ人たち 湯川 真理子

おいしい山野菜の王国 桜庭 昇 小さい林業で稼ぐコツ 農山漁村文化協会
『ユダヤ人を救った動物園』 ダイアン・アッカーマン ユニクロ潜入一年 横田 増生 百円の男ダイソー矢野博丈 大下 英治

久米宏です。 久米 宏 POPの教科書 山口 茂
バカ売れ法則大全 行列研究所

『トリュフの歴史』 ザッカリー・ノワク 公務員をめざす人の本　'19年版 北里 敏明

『農業を繋ぐ人たち』 湯川　真理子
死体展覧会 ハサン・ブラーシム
スティール・キス ジェフリー・ディーヴァー
息子が殺人犯になった スー・クレボルド
カフカ ジル・ドゥルーズ 重力で宇宙を見る 二間瀬 敏史
ウールフ、黒い湖 ヘラ・S.ハーセ 日本人の源流 斎藤 成也
書物の宮殿 ロジェ・グルニエ よくわかる日本のキノコ図鑑 保坂 健太郎

鳥さんぽをはじめよう 鳥くん
不養生訓 帯津 良一 かわいいジャポニスム 沼田 英子
身体知性 佐藤 友亮 新・十二支図100選 全国水墨画美術協会

出雲の古墳ADVENTURE まりこふん 腱鞘炎は自分で治せる 高林 孝光 手作り絵本SMILE 和田 直人 最新大腸がん治療 福長 洋介
石見の山城 高屋 茂男 肩こりには脇もみが効く 藤本 靖 こはる日記 益田 ミリ うつを気楽にいやす本 斎藤 茂太
大山日本遺産物語 吉島　潤承 自力で防ぐ誤嚥性肺炎 稲本 陽子 カリグラフィー・ブック 三戸 美奈子著 乳がんを前向きに乗り越えるごはん 本田 祥子
関係人口をつくる 田中 輝美 注文をまちがえる料理店 小国 士朗 毛筆の年賀状 川邊 尚風 効く!食事療法大全大満足レシピベスト400 主婦の友社
大美保関 松江歴史館 皮ふと健康おトク情報 花川 博義 ねこの撮り方まとめました! 小川 晃代 うちの子はADHD かなしろ にゃんこ。

図解やさしくわかる目の病気 小沢 忠彦 町撮りアート写真ブック 丹野 清志
お口の育て方 竹内 敬輔 竹かご編みの発想と技法 竹かご部
色の野菜の栄養事典 吉田 企世子 かわいいポケット折り紙 藤本 祐子

学問をしばるもの 井上 章一 あらゆる病気は歩くだけで治る! 青柳 幸利 昭和歌謡 長田 暁二 高齢者のための音楽レクリエーション 斉藤 道雄
できるWindows 10 法林 岳之 残念和食にもワケがある 岩村 暢子 劇団態変の世界 劇団態変 公園うんどうで寝たきりを防ぐ! 体力つくり指導協会
図書館のこれまでとこれから 大串 夏身 ウイルス大感染時代 NHKスペシャル取材班 誰も語らなかったジブリを語ろう 押井 守 最新ボケない!“元気脳”のつくり方 遠藤 英俊
偏愛読書トライアングル 瀧井 朝世 「低気圧頭痛」は治せる! 佐藤 純 ラストシーン 北野 武 一生自分の足で歩こう!歩活のススメ 金村 卓
ギネス世界記録　2018 クレイグ・グレンディ 疲れとりストレッチバレックス 竹田 純 革命のファンファーレ 西野 亮廣 死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい 小林 弘幸

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 

ナチスの侵攻を受けたポーランド。当時、先
進的な動物園だったワルシャワ動物園の園
長夫婦は、死の淵にいた300人以上のユダ
ヤ人を動物園に匿い、救った。 

後継者のいない希少な独活を未来へ繫ぐ、若
手だけで出荷組合を作る…。毎日放送の生活
情報番組「ちちんぷいぷい」で農業者を取材し
続ける放送作家・湯川真理子が、「農業で生き
ていく」と決めた人達のリアルな物語を紹介。 

健 康 長 寿 

かつて「蛮族の食べ物」とされたグロテスク
なキノコは、いかに世界のグルメ垂涎の的と
なったのか。文化・歴史・科学等の幅広い観
点から、多くの顔を持つトリュフの謎に迫る。
レシピ付き。 

ジャンルの異なる執筆陣が、十数年後の未
来を思い描くアンソロジー。「小説BOC2」掲
載に書き下ろしを加えて文庫化。 

郷 土 

告げられた余命は3カ月。生還か、永遠の別れ
か。大人の男たちが挑んだ極限の闘い。2016
年に53歳で亡くなった平尾誠二の「最後の1年
間」を、闘病生活を支えた山中伸弥と平尾夫人
が語る。 






