
よくわかる人工知能 松尾 豊 せつぶんのおに 常光 徹
こども論語 齋藤 孝 ねんねのうた えがしら みちこ
今日は何の日?366日大事典 校内放送研究所 おしりつねり 桂 文我
ジュニア空想科学読本⑤ 柳田 理科雄 あさがくるまえに ジョイス・シドマン
なないろランドのたからもの 井上 林子 マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ
へんな生き物ずかん 早川 いくを こめとぎゆうれいのよねこさん えばた えり
小さな小さな虫図鑑 鈴木 知之 わたしのおひっこし イヴ・バンティング
からだげんき!ずかん 白岡 亮平 ぜったいにおしちゃダメ? ビル・コッター
料理しなんしょ まるもと ただゆき おなじそらのしたで ブリッタ・テッケントラップ

ピースワンコ物語 今西 乃子 子ネコのスワン ホリー・ホビー 仮面の君に告ぐ 横関 大
りんごって、どんなくだもの? 安田 守 おもちおばけ ささき ようこ 幕末ダウンタウン 吉森 大祐
駅伝ガールズ 菅 聖子 まほうの絵本屋さん 小手鞠 るい 名作なんか、こわくない 柚木 麻子
まさかさかさま回文めいじん ながた みかこ ふしぎなどうぶつランド 高畠 純 少数株主 牛島 信 記憶の海辺 池内 紀

せかいいちまじめなレストラン たしろ ちさと 俺はエージェント 大沢 在昌 漱石を知っていますか 阿刀田 高

『ピースワンコ物語』 今西　乃子 ぼくのともだちカニやまさん ニシワキ タダシ 葵の残葉 奥山 景布子 村上春樹のフィクション 西田谷 洋
うそうそかわうそのむかしばなし はやし ますみ 海馬の尻尾 荻原 浩 怪人江戸川乱歩のコレクション 平井 憲太郎
かんぱいよっぱらい はらぺこめがね それ自体が奇跡 小野寺 史宜 小林秀雄 美しい花 若松 英輔
ヴァンピリーナはバレリーナ アン・マリー・ペイス 父子(おやこ)ゆえ 梶 よう子 保田與重郎 谷崎 昭男
おたすけたんていポム フィリケえつこ カーテンコール! 加納 朋子
動物たちは、お医者さん! アンジー・トリウス 七色結び 神田 茜 『漱石を知っていますか』 阿刀田　高

真夜中の電話 赤川 次郎 ネルソンせんせいがきえちゃった! ハリー・アラード ソバニイルヨ 喜多川 泰
うらない師ルーナと三人の魔女 あんびる やすこ ぎゅっ ミフサマ 竹林精舎 玄侑 宗久
大どろぼうジャム・パン 内田 麟太郎 かぜにもらったゆめ 佐藤 さとる 卑劣犯 笹本 稜平
ピアノをきかせて 小俣 麦穂 英龍伝 佐々木 譲
魔法学校へようこそ さとう まきこ 『マララのまほうのえんぴつ』 マララ・ユスフザイ 遺訓 佐藤 賢一
おとのさま、小学校にいく 中川 ひろたか サハラの薔薇 下村 敦史
ひかり舞う 中川 なをみ ハリケーン 高嶋 哲夫
わたしの本 緑川 聖司 コルトM1847羽衣 月村 了衛
お母さんの生まれた国 茂木 ちあき 孝謙女帝の遺言 佃 一可
ぼくらのジャロン 山崎 玲子 架空の犬と噓をつく猫 寺地 はるな ぼくの伯父さん 伊丹 十三
繕い屋の娘カヤ 曄田 依子 ばいかる丸 柳原 良平 絶望の歌を唄え 堂場 瞬一 百歳人生を生きるヒント 五木 寛之
りっぱな犬になる方法+1 きたやま ようこ あかいふうせん 山田 和明 映画化決定 友井 羊 思えば、孤独は美しい。 糸井 重里
シロクマが家にやってきた! マリア・ファラー おやすみなさいのおともだち ハインツ・ヤーニッシュ 夜更けの川に落葉は流れて 西村 賢太 温泉天国 嵐山 光三郎　他
小さいママと無人島 キャロル・ライリー・ブリンク 星につたえて 安東 みきえ 九十八歳になった私 橋本 治 幼年 水の町 小池 昌代
モルモット・オルガの物語 マイケル・ボンド La ZOOのトリックアートBOOK La ZOO 蒼き山嶺 馳 星周 貝殻と頭蓋骨 澁澤 龍彦
ライオンつかいのフレディ アレグザンダー・マコール・スミス あかがいちばん キャシー・スティンスン 天翔ける 葉室 麟 私の漂流記 曾野 綾子
最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ コウテイペンギン ヨハンナ・ジョンストン 探偵少女アリサの事件簿② 東川 篤哉 楽天家は運を呼ぶ 高橋 三千綱
列車はこの闇をぬけて ディルク・ラインハルト あいうえどうぶつえん 小林 純一 生の肯定 町田 康 多田富雄 多田 富雄
ゆかいなセリア エレーナ・フォルトゥン しあわせならてをたたこう きむら りひと 風神の手 道尾 秀介 TOKYO海月通信 中野 翠

もりのちいさなしたてやさん こみね ゆら 魔邸 三津田 信三 ヨーロッパの死 福田 和也

『大どろぼうジャム・パン』 内田　麟太郎 へそとりごろべえ 赤羽 末吉 噓 村山 由佳 常識は凡人のもの 藤原 正彦
安西水丸のどうぶつパシャパシャ 安西 水丸 婚約迷走中 群 ようこ つぶさにミルフィーユ 森 博嗣

道の向こうの道 森内 俊雄 はじめての八十歳 山藤 章二

『かぜにもらったゆめ』 佐藤　さとる コンダクター 矢月 秀作 すべての始まり 吉本 ばなな
牛天神 山本 一力 春夏秋冬しあわせを呼ぶ生き方 吉沢 久子
背中、押してやろうか? 悠木 シュン

『思えば、孤独は美しい。』 糸井　重里
『幕末ダウンタウン』 吉森　大祐

雑草はなぜそこに生えているのか 稲垣 栄洋

マジカルチャプターブックガイド なかなかこ
満月の娘たち 安東 みきえ
昔勇者で今は骨 佐伯 庸介 絵本とおもちゃでゆっくり子育て 柿田 友広
RDG 荻原 規子 とりわけごはん 熊谷 しのぶ

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

噺家・桂文枝からお笑いの世界へ誘われた新
撰組隊士・濱田精次郎。寄席はいろんな人間
が出入りする情報の宝庫。何かが転がってい
るかも…。精次郎が迷い始めたところへ、長州
藩士とつながりがありそうな芸妓が現れ…。  

12/26～1/25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。 

文章を書くことは、自分に質問を続けること
かもしれない。糸井重里が2016年に書いた
ことばのなかから、こころに残る「小さいこと
ば」を選りすぐった本。写真も多数掲載。 

はるの大あらしのよる、きこえてくる「トントント
ン」というおとでおとこの子はねられません。い
たちがいる? ロケットがおちた? どんどんくうそう
がひろがり…。 

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 2月号 

へいたいロボットがあばれだした。村はぜ
んめつし、きょだいロボットのふりあげたう
でのなかには、ひめいをあげる女の子が。
せいぎの大どろぼうジャム・パンが村をた
すける! 

かいぬしにすてられたり、やけんとしていき
ばがなくなったりした犬をひきとって、あたら
しいかいぬしさがしをする犬のほごかつどう
をおこなう「ピースワンコ・ジャパン」。そのと
りくみをしょうかい。   

はっきり言って、小説は上手くない。じゃあ、
なにが凄かったのか? 実作者の目から創作
技法・文章術・作家心理をやさしく解説。主
要13作の読みどころもわかる、漱石文学の
超入門書。 

子 育 て 支 援 

パキスタンの小さなまちにくらす、マララ。きょ
ういくをうばわれようとしたマララは、じぶんの
ことばとこうどうでせかいをかえていき…。ノー
ベル平和賞をじゅしょうした、マララ・ユスフザ
イのえほん。  



消えた江戸300藩の謎 八幡 和郎 等身の棋士 北野 新太
激動の平成史 内田 樹　他 頭がよくなる育脳あやとり 野口 とも
韓国と日本がわかる最強の韓国史 八幡 和郎 すぐ役立つ司会進行・あいさつのコツ すぴーち工房

総力捜査 安東 能明 ギリシア人の物語③ 塩野 七生 今を映す「トイレ」 彰国社 日本語のへそ 金田一 秀穂
守銭奴 井川 香四郎 15歳のコーヒー屋さん 岩野 響 ガウディ完全ガイド ガウディ 英語と一緒に学ぶドイツ語単語 宍戸 里佳
英傑 池波 正太郎 他 無私、利他 稲盛 和夫 栄光と落城 鞍掛 伍郎 英語スピーチ・クリニック ケリー伊藤
忖度 上田 秀人 手塚治虫エッセイ集成 手塚 治虫 図解EV革命 村沢 義久
アリスマ王の愛した魔物 小川 一水 宇宙飛行の父ツィオルコフスキー 的川 泰宣 ロボット-それは人類の敵か、味方か 中嶋 秀朗
夜叉の涙 小杉 健治 ルート66さすらい旅 野崎 真世 「頭」が良くなる文房具 和田 哲哉
アメリカの壁 小松 左京 旅するラオス・ルアンパバーン案内 島本 美由紀 ムダ家事がごっそり消える生活 本間 朝子 40代でシフトする働き方の極意 佐藤 優
剣と十字架 佐伯 泰英 みんなの家事日記 みんなの日記編集部 会社の“終活”読本 内藤 博
隠し湯の効 鈴木 英治 ヨーロッパ刺しゅう教室 オノエ メグミ 仕事ができる人の最高の時間術 田路 カズヤ
俳諧でぼろ儲け 田中 啓文 大人スタイルのキルト 小関 鈴子 がん治療と就労の両立支援 近藤 明美
居酒屋恋しぐれ 鳥羽 亮 人生100年時代の国家戦略 藤沢 烈 ヘアゴム1本のゆるアレンジ 工藤 由布 新卒がすぐに辞めない採用方法 白根 敦子
北のロマン 青い森鉄道線 西村 京太郎 米国アウトサイダー大統領 山本 章子 ちょこっと楽しむ保存食 伊藤 玲子 図解上司力×部下力 佐々木 常夫
波紋 野口 卓 悪だくみ 森 功 はかどるごはん支度 高木 ゑみ 管理職1年目の教科書 櫻田 毅
草紙屋薬楽堂ふしぎ始末③ 平谷 美樹 独裁の宴 手嶋 龍一 すぐウマごはん 今泉 マユ子 「困った会議」の進め方・まとめ方 リック・ブリンクマン
ブルーブラッド 六道 慧 一触即発の世界 佐藤 優 もっとおいしい、だし生活。 梅津 有希子 受かる面接、落ちる面接 兵頭 秀一
南蛮菓子 和田 はつ子 憲法を百年いかす 半藤 一利 漬けものレシピ 重信 初江 小さな企業が生き残る 金谷 勉
日本軍兵士 吉田 裕 暴走老人・犯罪劇場 高橋 ユキ 愛しのから揚げレシピ94 今井 亮 小さい畜産で稼ぐコツ 上垣 康成
剣と清貧のヨーロッパ 佐藤 彰一 男の孤独死 長尾 和宏 ぜんぶもやしレシピ きじま りゅうた 無印良品の業務標準化委員会 良品計画
ある明治人の記録 石光 真人 43回の殺意 石井 光太 おうちでおいしい基本の中華 主婦の友社 「儲かるECサイト」運営講座 鈴木 利典

ろう者の祈り 中島 隆 かけ焼きおかず 山田 英季 超一流のクレーム対応 谷 厚志

『英傑』 池波　正太郎　他 考える障害者 ホーキング青山 バターを使わない作り置きのお菓子 吉川 文子 デコレーション・グラフィックス パイインターナショナル

新しい手話　2018 全日本ろうあ連盟 おばあちゃんとおやつ 産業編集センター 買う理由は雰囲気が9割 福田 晃一
図説遠野物語の世界 石井 正己 へたおやつ 白崎 裕子 社会人のための英語の世界ハンドブック 酒井 志延
日本のしきたりが楽しくなる本 火田 博文 すくすくスケッチ 杉浦 さやか
闇の摩多羅神 川村 湊 手作り知育おもちゃの本 京都幼児教室 『小さな企業が生き残る』 金谷　勉
福を招く旧暦生活のすすめ 白井 明大
孫子コンプリート 孫子

『ろう者の祈り』 中島　隆 みんなでつくるフェノロジーカレンダー 日本エコツーリズム協会フェノロジー

硬きこと水のごとし 閻 連科 サルはなぜ山を下りる? 室山 泰之
わが妹、ヴァージニア スーザン・セラーズ リンゴの花が咲いたあと 木村 秋則
肺都 エドワード・ケアリー 絶滅危惧種ビジネス エミリー・ボイト
旅の終わりに マイケル・ザドゥリアン 生き物を殺して食べる ルイーズ・グレイ
ソロ ラーナー・ダスグプタ ねこといぬ 岩合 光昭 休むことも生きること 丸岡 いずみ
刑務所の読書クラブ ミキータ・ブロットマン 戦争と放送 竹山 昭子 子どものアレルギー 大矢 幸弘
駐露全権公使榎本武揚　上・下 ヴャチェスラフ・カリキンスキイ 認知症は接し方で100%変わる! 吉田 勝明

『サルはなぜ山を下りる？』 室山　泰之 認知症はこうしたら治せる 犬山 康子
ニュートリノってナンダ? 荒舩 良孝 大人の自閉スペクトラム症 備瀬 哲弘
天文の世界史 廣瀬 匠 『そらまめ通信』の腎臓病ごはん 腎臓サポート協会

十津川警部出雲伝説と木次線 西村 京太郎 身近な鳥のすごい事典 細川 博昭 がんが再発・転移した時、あなたは? 岩崎 瑞枝
伊勢神宮と出雲大社 読むパンダ 黒柳 徹子 家族のための認知症Q&A 新井 平伊
松江 出雲 図解なんかへんな生きもの ぬまがさ ワタリ

ミツバチの世界へ旅する 原野 健一 『休むことも生きること』 丸岡　いずみ
スマホゲーム依存症 樋口 進
血流がすべて整う食べ方 堀江 昭佳

Excel文書作成基本&便利技 稲村 暢子 運転を続けるための認知症予防 浦上 克哉
デジタル粘土でつくるかわいいイラスト オ ヨンソン 「よく見える目」をあきらめない 荒井 宏幸 文字に美はありや。 伊集院 静
図書館とレファレンスサービス 齋藤 泰則 健康という病 五木 寛之 人生は単なる空騒ぎ 鈴木 敏夫
歴史家の展望鏡 山内 昌之 大人の箸袋おりがみ しがり朗
「本を売る」という仕事 長岡 義幸 『読むパンダ』 黒柳　徹子 #腹筋女子 山崎 麻央
三つの革命 佐藤 嘉幸 金栗四三 佐山 和夫
孤独を生きる言葉 松浦 弥太郎 生きつづける言葉 平尾 誠二 長生きしても認知症にならない本 白澤 卓二
「笑い」がいい人生をつくる 『PHP』編集部 下町ボブスレーの挑戦 細貝 淳一 「老いない」脳をつくる 石浦 章一
日本の神様解剖図鑑 平藤 喜久子 浅田真央 私のスケート人生 浅田 真央 100歳まで動ける体になる「筋リハ」 久野 譜也
幕末維新まさかの深層 加来 耕三 茶湯人物ハンドブック 淡交社編集局 長寿の献立帖 樋口 直哉

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 

聴覚に障がいをもつ「ろう者」の人々が、厳しい
現実に立ち向かっていく姿を取材したルポル
タージュ。巻末には手話講座も収録する。『朝
日新聞』連載に加筆し単行本化。  

気づかぬうちに意外な形で進行し、誰もが発症
しうる「うつ病」。「ここで気づけば重篤化しない」
というターニング・ポイントを、自らの経験ととも
に医学的根拠を加えて解説する。  

健 康 長 寿 

ニホンザルが集落周辺に現れるようになっ
た歴史的経緯と行動特性を紹介し、被害が
発生する原因を考察。そして、農家と行政の
課題とその解決方法を検討し、ニホンザルと
共生してゆく方策を探る。  

時代を超え愛される維新最大の功労者、西
郷隆盛。池波正太郎、国枝史郎、吉川英治、
菊池寛、松本清張、芥川龍之介、6人の文
豪が西郷隆盛を描いた傑作を集めたアンソ
ロジー。  

小さな会社でも“強み”は必ずある! オリジナ
ル商品の開発とそれを実現するデザインで
復活を遂げた会社の仕掛け人が、これまで
手掛けた成功事例を紹介し、下請けの小さ
な町工場や職人が生き残るための処方箋を
提示する。 

郷 土 

浅田次郎、ヒガアロハ、高畑勲…。各界のパン
ダファン&歴代の飼育担当者による、パンダを
知り、愉しむエッセイ22篇を収録する。 


