
プログラミングとコンピュータ 大岩 元 ひょうたんめん 神沢 利子
君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 おさかなどろぼう いしい ひろし
歴史人物伝西郷隆盛 楠木 誠一郎 きつねの童子 堀切 リエ
髪がつなぐ物語 別司 芳子 いろのかけらのしま イ ミョンエ
世界の民族衣装 竹永 絵里 ペンギンホテル 牛窪 良太
ジュニア空想科学読本⑫ 柳田 理科雄 2ひきのねこ 宇野 亞喜良
地球の森のハートさがし 藤原 幸一 なずずこのっぺ? カーソン・エリス
しくじり動物大集合 新宅 広二 ふたつでひとつ かじり みな子
泣けるいきもの図鑑 今泉 忠明 おもちのかみさま かとう まふみ
なんでも未来ずかん 川崎 タカオ ちびのミイとおかしなこづつみ トーベ・ヤンソン 逃亡刑事 中山 七里
パイロットのたまご 吉野 万理子 おちゃかいのおやくそく エイミー・ダイクマン デッド・オア・アライブ 楡 周平
カレーライスを一から作る 前田 亜紀 ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤 ノリコ ウズタマ 額賀 澪
とうきょうの電車大百科 旅と鉄道編集部 パパゲーノとパパゲーナ 小西 英子 キネマの天使 赤川 次郎 本物の読書家 乗代 雄介
ゆめはまんが家! 小林 深雪 レモンちゃん さとう めぐみ 婚活中毒 秋吉 理香子 襷を我が手に 蓮見 恭子
ジャングルのサバイバル⑤ 洪 在徹 おなかのなかで 島野 雫 おもかげ 浅田 次郎 シネマコンプレックス 畑野 智美
あそぼう、あやとり 野口 とも ほしをさがしに しもかわら ゆみ そのバケツでは水がくめない 飛鳥井 千砂 大獄 葉室 麟

太陽といっしょ 新宮 晋 セブンズ! 五十嵐 貴久 ランチ酒 原田 ひ香

『君たちはどう生きるか』 吉野　源三郎 いそげ!きゅうきゅうしゃ 竹下 文子 虹の向こう 池田 久輝 断層の森で見る夢は 藤本 ひとみ
おひさまおはよう 鈴木 智子 彼方の友へ 伊吹 有喜 きまぐれな夜食カフェ 古内 一絵
コーベッコー スズキ コージ 破滅の王 上田 早夕里 ノーマンズランド 誉田 哲也
かぞえかたいろいろ すなやま えみこ 奔流恐るるにたらず 逢坂 剛 U 皆川 博子
どうぶつマンションにようこそ 二宮 由紀子 俺はエージェント 大沢 在昌 窓から見える最初のもの 村木 美涼
かくれんぼ 種村 有希子 リバース&リバース 奥田 亜希子 バースデイ・ガール 村上 春樹

ほっとい亭のフクミミちゃん 伊藤 充子 たくはいびーん 林 木林 葵の残葉 奥山 景布子 森家の討ち入り 諸田 玲子
帽子から電話です 長田 弘 モカとつくるホットチョコレート 刀根 里衣 テーラー伊三郎 川瀬 七緒 メガネと放蕩娘 山内 マリコ
となりの猫又ジュリ 金治 直美 おおきなドーナツ 平塚 ウタ子 ビギナーズ・ドラッグ 喜多 喜久 飼う人 柳 美里
オリンピックのおばけずかん 斉藤 洋 おかしなめんどり 林 なつこ 秀吉の活 木下 昌輝 僕らだって扉くらい開けられる 行成 薫
100年の木の下で 杉本 りえ しずかにあみものさせとくれー! ベラ・ブロスゴル カネと共に去りぬ 久坂部 羊 仮面の君に告ぐ 横関 大
助っ人マスター 高森 美由紀 シロクマくんのひみつ ヒド・ファン・ヘネヒテン 皇帝と拳銃と 倉知 淳 意識のリボン 綿矢 りさ
絵物語古事記 富安 陽子 パンダくんプレゼントのもりへ ヤスダ ユミコ 決戦!賤ケ岳 木下 昌輝
まほろ姫とにじ色の水晶玉 なかがわ ちひろ ロッタのプレゼント まつお りかこ 異形のものたち 小池 真理子
ツトムとネコのひのようじん にしかわ おさむ おとしだまをいっぱいもらうコツ きむら ゆういち 悲しい話は終わりにしよう 小嶋 陽太郎
ホカリさんのゆうびんはいたつ はせがわ さとみ サーカスの旅 薬と夢 星 新一 インフルエンス 近藤 史恵 ひとまず、信じない 押井 守
ソーリ! 濱野 京子 さあ、なげますよ 角野 栄子 道標 今野 敏 対談 加藤 典洋
学校の都市伝説は知っている 藤本 ひとみ ひとりでえほんかいました くすのき しげのり 銀杏手ならい 西條 奈加 50代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本 葉子
トンカチくんと、ゆかいな道具たち 松居 スーザン ろうそくぱっ みなみ じゅんこ タンゴ・イン・ザ・ダーク サクラ ヒロ 幼年 水の町 小池 昌代
炎の風吹け妖怪大戦 三田村 信行 卑劣犯 笹本 稜平 桃紅一〇五歳好きなものと生きる 篠田 桃紅
保健室の日曜日 村上 しいこ 『ひとりでえほんかいました』 くすのき　しげのり 火定 澤田 瞳子 ファミリーデイズ 瀬尾 まいこ
木の中の魚 リンダ・マラリー・ハント ねこ町駅前商店街日々便り 柴田 よしき ダンナの骨壺 高峰 秀子
テディが宝石を見つけるまで パトリシア・マクラクラン Dの遺言 柴田 哲孝 男と女の理不尽な愉しみ 林 真理子
背番号42のヒーロー メアリー・ポープ・オズボーン 駐在日記 小路 幸也 緑の庭で寝ころんで 宮下 奈都
図書館にいたユニコーン マイケル・モーパーゴ 痴漢冤罪 新堂 冬樹 太陽と乙女 森見 登美彦
パディントン、テストをうける マイケル・ボンド いのち 瀬戸内 寂聴 道なき未知 森 博嗣
クリスマスサウルス トム・フレッチャー 白磁海岸 高樹 のぶ子 遺言。 養老 孟司
ふたりのスケーター ノエル・ストレトフィールド コルヌトピア 津久井 五月 金曜日の本 吉田 篤弘
ぼくたち負け組クラブ アンドリュー・クレメンツ 新しい時代のお金の教科書 山口 揚平 絶望の歌を唄え 堂場 瞬一 北の空と雲と 椎名 誠
小さいママと無人島 キャロル・ライリー・ブリンク ニッポンの肉食 田中 康弘 荒海を渡る鉄の舟 鳥羽 亮 決断。 大胡田 誠

食べるってどんなこと? 古沢 広祐
『パディントン、テストをうける』 マイケル・ボンド 吹部ノート③ オザワ部長 『火定』 澤田　瞳子 『緑の庭で寝ころんで』 宮下　奈都

国語は語彙力! 齋藤 孝
凍てつく海のむこうに ルータ・セペティス
笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート
キズナキス 梨屋 アリエ
一〇五度 佐藤 まどか

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

時は天平。藤原四兄弟をはじめ寧楽の人々
を死に至らしめた天然痘の蔓延を食い止め
ようとする医師たちと、偽りの神を祀り上げ
て混乱に乗じる者たち。生と死の狭間で繰り
広げられる壮大な人間絵巻。 

11/25～12/25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。 

のびやかに成長する3人の子どもたちの姿を、
作家として、母親として見つめ、あたたかく瑞々
しい筆致で紡いだ『fu』連載「緑の庭の子どもた
ち」4年分を完全収録。 

きょうはかおりちゃんのおたんじょう日。
「ひとりでおかいものけん」をもって、本
やさんですきな本を、ひとりでかうので
す。さて、かおりちゃんは本をかえるで
しょうか…。 

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30年 1月号 

手ちがいからうんてんめんきょしけんをうける
ことになったり、はじめてのお屋しきでなれな
いことに目を白黒させたり…。パディントンが
大そうどうを引きおこす、楽しいものがたり。 

自分の生き方をけっていできるのは、自分
だけだ。「子どもたちにむけたてつがく書で
あり、どうとくの書」として読みつがれてきた
歴史てきめいちょ。 



ほどよく距離を置きなさい 湯川 久子 レゴ365のアイデア サイモン・ヒューゴ
人生、余裕で生きる極意 武田 双雲 僕の音楽畑にようこそ 服部 克久
思想としての近代仏教 末木 文美士 わたし、還暦? 大竹 しのぶ

スケートボーイズ 碧野 圭 『サピエンス全史』をどう読むか ユヴァル・ノア・ハラリ 安藤忠雄の奇跡 日経アーキテクチュア 映画を聴きましょう 細野 晴臣
守銭奴 井川 香四郎 日米英蘭開戦への道 加藤 征男 小池・小泉「脱原発」のウソ 金子 熊夫 落語の名作あらすじ100 青木 伸広
十字路に立つ女 逢坂 剛 世界を揺るがした10日間 ジョン・リード ロボット法 平野 晋 アリと猪木のものがたり 村松 友視
喪失 鏑木 蓮 街歩き西郷どん! 林 真理子 イージス艦事典 JShips編集部 伝説の序章 田丸 昇
闇奉行燻り出し仇討ち 喜安 幸夫 カストロ　上・下 セルジュ・ラフィ 人生が変わるリフォームの教科書 水越 美枝子 頭がよくなる育脳あやとり 野口 とも
質草の誓い 小杉 健治 日野原重明の世界 新老人の会集協力 うまい日本酒をつくる人たち 増田 晶文 「美しい日本語」の練習帳 知的生産研究会
島抜けの女 佐伯 泰英 新編秘められた旅路 岡田 喜秋 大人のコーディネートレッスン 鈴木 尚子 漢字で覚える韓国語 市吉 則浩
吠え面 坂岡 真 プーリアの太陽 濱田 幸子 おとなの着物ことはじめ 永岡書店編集部 100語で簡単!ネイティブに伝わる英会話 デイビッド・セイン
戦国番狂わせ七番勝負 高橋 直樹 ちりめんで作る干支と季節の飾りもの 矢島 佳津美 日本人が知りたいイギリス人の当たり前 唐澤 一友
西郷隆盛と大久保利通 立石 優 『日野原重明の世界』 新老人の会集協力 毎日使える定番のこどもニットくつした 誠文堂新光社
宇宙探偵ノーグレイ 田中 啓文 ドライフラワーでつくるリースとスワッグ Kristen 『アリと猪木のものがたり』 村松　友視
甦る殺人者 知念 実希人 モデル流!体幹革命ストレッチ 武田 敏希
菊太郎あやうし 鳥羽 亮 あたらしい一汁三菜 上田 淳子
細雨 藤原 緋沙子 ゆる塩レシピ 牧野 直子
NNNからの使者 矢崎 存美 「旬」おかずで今日も元気! 高城 順子
べんけい飛脚 山本 一力 野崎洋光 春夏秋冬の献立帳 野崎 洋光
茶の世界史 角山 栄 農家が教えるもち百珍 農文協
日本問答 田中 優子 発酵生地の焼き菓子レシピ 吉永 麻衣子

黙殺 畠山 理仁 たのしいあんこの本 なかしま しほ
地方議員を問う 梅本 清一 極める愉しむ珈琲事典 西東社編集部
アメリカ暴力の世紀 ジョン・W.ダワー ナチュラル洗剤そうじ術 本橋 ひろえ 図解でわかる!段取り時間術 藤原 毅芳

オクニョ チェ ワンギュ 暴走する北朝鮮 朝倉 秀雄 みんなの収納・片づけ日記 みんなの日記編集部 ビジネス名著大全 橋本 忠明
吟遊詩人の魔法　上・下 イラナ・C.マイヤー 「国境なき医師団」を見に行く いとう せいこう 図解でわかる!上手な気遣い 三上 ナナエ
地下鉄道 コルソン・ホワイトヘッド 47都道府県格差 木原 誠太郎 『極める愉しむ珈琲事典』 西東社編集部 組織を動かす働き方改革 立花 則子
ネバーホーム レアード・ハント 過労死ゼロの社会を 高橋 幸美 ケンタッキー流部下の動かし方 森 泰造
水底の女 レイモンド・チャンドラー 母・娘・祖母が共存するために 信田 さよ子 金持ち定年、貧乏定年 長尾 義弘
小型哺乳類館 トマス・ピアース 100歳まで生きる手抜き論 吉沢 久子 農業のマーケティング教科書 岩崎 邦彦
リンドグレーンの戦争日記 アストリッド・リンドグレーン シングルマザー生活便利帳 新川 てるえ 奇跡のスーパーマーケット ダニエル・コーシャン
シミュラクラ フィリップ・K.ディック 身の丈にあった勉強法 菅 広文 福祉で稼ぐ! 山崎 宏
ニッポン放浪記 ジョン・ネイスン カレーライスは日本食 剣持 弘子 無印良品のPDCA 松井 忠三
刑務所の読書クラブ ミキータ・ブロットマン ヒトは何故それを食べるのか 佐竹 元吉 めんどうな女子社員の扱い方 山田 英司

アフリカの民話集しあわせのなる木 島岡 由美子 会社の降り方、自分の昇り方 岡田 昭一
南方熊楠と説話学 杉山 和也 「儲かるECサイト」運営講座 鈴木 利典
盗まれる大学 ダニエル・ゴールデン 田舎の力が未来をつくる! 金丸 弘美

松江城をつくった堀尾一族のあしあと 石井 悠 図説万博の歴史 平野 暁臣
国宝　三佛寺奥院「投入堂」 生田　昭夫 雑穀のポートレート 平 宏和
伯備線写真集 乾物と保存食材事典 星名 桂治 明日も、アスペルガーで生きていく。 国実 マヤコ
水木先生とぼく 水木プロダクション 図説世界を変えた書物 竺 覚暁 おいしく実る!果樹の育て方 三輪 正幸 高血圧を自力で治す最強事典 マキノ出版
ゲゲゲの娘日記 水木 悦子 この宇宙の片隅に ショーン・キャロル カラーリーフ図鑑 山本 規詔 認知症 伊東 大介

不都合な真実② アル・ゴア ねこ語会話帖 今泉 忠明 誰でも作れておいしいやわらか介護食 寺島 治

『伯備線写真集』 北極がなくなる日 ピーター・ワダムズ 90秒にかけた男 高田 明 がんばりすぎずにしれっと認知症介護 工藤 広伸
宮沢賢治の地学教室 柴山 元彦 「おひとりウーマン」消費! 牛窪 恵
雪崩教本 雪氷災害調査チーム 北前船の近代史 中西 聡
サルは大西洋を渡った アラン・デケイロス 昭和のテレビと昭和のあなた 奥山 侊伸
あかパン パイインターナショナル 介護予防のためのウォーキング 中村 容一
動物実験の闇 マイケル・A.スラッシャー ウォーキングだけで老けない体をつくる 満尾 正
子どもの病気常識のウソ 松永 正訓 新しい回想レクリエーション「人生紙芝居」 奥田 真美
ぽかトレ 本島 彩帆里 最後の場所 南嶌 宏 長生きしても認知症にならない本 白澤 卓二

はじめてのExcelグラフ 桑名 由美 シニアの糖尿病 荒木 厚 魔術的芸術 アンドレ・ブルトン
情報リテラシーのための図書館 根本 彰 自分で治す冷え症 田中 美津 運慶のまなざし 金子 啓明 『介護予防のためのウォーキング』 中村　容一
わたしの本棚 中江 有里 肺炎は「口」で止められた! 米山 武義 まんがでわかるまんがの歴史 大塚 英志
歴史家の展望鏡 山内 昌之 歯周病なんか怖くない 村上 伸也 ちぎり絵の絵手紙12ケ月 大森 節子
この星の忘れられない本屋の話 ヘンリー・ヒッチングズ 脳を使った休息術 茂木 健一郎 ユージン・スミス写真集 W.ユージン・スミス
報道しない自由 西村 幸祐 呼吸で10歳若返る。 白澤 卓二 世界の美しいステンドグラス パイインターナショナル
沖縄の基地の間違ったうわさ 佐藤 学 くらしに役立つ栄養学 新出 真理 手縫いで作る上質な革小物 .URUKUST

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 

2017年7月、105歳で永眠した日野原重明の追
悼本。書斎や愛用品、書・絵画作品の紹介、
家族のインタビュー、エッセイ・手記・論文など
の復刻、瀬戸内寂聴・鎌田實らの追悼文を掲
載する。 

ウォーキングの必要性と効果、フォーム、時間、
頻度、靴の選び方、ケガの予防と応急処置…。介
護予防に役立つウォーキングの理論から実践ま
でをわかりやすく解説する。 

健 康 長 寿 

コーヒーを今まで以上に楽しみ、おいしさを
極めるために。コーヒーの魅力に今一度触
れてみましょう。豆選びから、焙煎、淹れ方、
アレンジの楽しみ方、歴史まで解説します。
45地域・61銘柄産地&コーヒー豆カタログ付
き。 

山陰鉄道シリーズ第7弾！中国山地の山を抜
け陰陽結ぶ鉄の道。やくも・サンライズ出雲・
貨物列車など有名車両が満載！ 

郷 土 

奇跡的に実現したアリ×猪木戦。20世紀最
大のブラック・ヒーローとして闘い続けたボク
サーと、「過激なプロレス」に突き進んだレス
ラーは、対戦のなかで相手に何を見たか。2
つの光跡の運命的な交わりを描く。 


