
新聞記者は、せいぎの味方？ みうら かれん いろいろいろんなかぞくのほん メアリ・ホフマン
こども武士道 齋藤 孝 くらやみのゾウ ルーミー
世界の料理 竹永 絵里 マフィー&ジオ空とぶレシピ 石津 ちひろ
外来生物のひみつ 今泉 忠明 ハンカチやさんのチーフさん どい かや
さがしてごらん！森のかくれんぼ 伊地知 英信 たいようまでのぼったコンドル 乾 千恵
かわいいパンダ しゅう もうき だるまちゃんとかまどんちゃん 加古 里子
すてきな3K いとう みく いきもの特急カール 木内 達朗
ごみはどこへ行くのか? 熊本 一規 ラッコのたんじょうびケーキ 公文 健太郎
「牛が消えた村」で種をまく 豊田 直巳 もふもふあかちゃんパンダ 神戸 万知
かのこと小鳥の美容院 市川 朔久子 北極サーカス 庄野 ナホコ 愛が挟み撃ち 前田 司郎
大根はエライ 久住 昌之 ブルドッグたんていときえたほし 谷口 智則 奥羽関ケ原 松永 弘高
おやこで楽しむ講談入門 宝井 琴星 ベタベタブンブンおおさわぎ 長 新太 ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで 真梨 幸子
ビジュアル大相撲図鑑 服部 祐兒 ローラとわたし キアラ・ヴァレンティーナ・セグレ オーパーツ死を招く至宝 蒼井 碧 刑事の血筋 三羽 省吾
部首から知る漢字のなりたち 落合 淳思 おめでとうのさくらまんじゅう 西本 鶏介 雲上雲下 朝井 まかて ディレイ・エフェクト 宮内 悠介

はたらくくるま バイロン・バートン ヲトメノイノリ 石田 千 刑事の怒り 薬丸 岳

『世界の料理』 竹永　絵里 百年泥 石井 遊佳 しょったれ半蔵 谷津 矢車

『北極サーカス』 庄野　ナホコ お母さんと子どもの愛の時間 石川 結貴 私の頭が正常であったなら 山白 朝子
小説禁止令に賛同する いとう せいこう 光点 山岡 ミヤ
モモコとうさぎ 大島 真寿美 花ひいらぎの街角 吉永 南央
春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎 琢磨 ペンの力 浅田 次郎

口笛の上手な白雪姫 小川 洋子 六輔五・七・五 永 六輔
雪の階 奥泉 光 「在日」を生きる 金 時鐘

しりとりボクシング 新井 けいこ ママが10にん!? 天野 慶 新宿ナイチンゲール 小原 周子
さよなら、おばけ団地 藤重 ヒカル じてんしゃのれるかな 平田 利之 定年オヤジ改造計画 垣谷 美雨 『ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで』 真梨 幸子
歯っかけアーメンさま 薫 くみこ ともだちのやくそく 中川 ひろたか 海亀たち 加藤 秀行
図書館の怪談 斉藤 洋 子ネコのスワン ホリー・ホビー 沸点桜(ボイルドフラワー) 北原 真理
どうくつをこねる糸川くん 春間 美幸 くまがまく 丸山 誠司 雪子さんの足音 木村 紅美
川のむこうの図書館 池田 ゆみる きかんしゃリトルはじめてのぼうけん ティモシー・ナップマン ヒトごろし 京極 夏彦
おとうさんとあいうえお 東 君平 すずちゃんののうみそ 竹山 美奈子 路上のX 桐野 夏生
グランパと僕らの宝探し 大矢 純子 うちゅうはきみのすぐそばに いわや けいすけ 祝葬 久坂部 羊
ぼくのネコがロボットになった 佐藤 まどか おふろでにほんちず 宮知 和代 国会議員基礎テスト 黒野 伸一
わすれないよ！ヘッチャラくん さえぐさ ひろこ 12つきのおくりもの 石井 睦美 ナイス★エイジ 鴻池 留衣
きらわれもののこがらしぼうや 仁科 幸子 火のカッパ うるしばら ともよし 棲月 今野 敏 オンナの奥義 阿川 佐和子
たんじょう会はきょうりゅうをよんで 如月 かずさ ねこでんしゃ 山口 マオ エンディング・パラダイス 佐江 衆一 雑談藝 いとう せいこう
おばけのアッチとくものパンやさん 角野 栄子 ぼくのどうぶつえん ねじめ 正一 赤猫 柴田 哲孝 珈琲が呼ぶ 片岡 義男
レモンの図書室 ジョー・コットリル 密林一きれいなひょうの話 工藤 直子 茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける 諏訪 宗篤 にっぽんの履歴書 門井 慶喜
26階だてのツリーハウス アンディ・グリフィス ひなたぼっこいし すとう あさえ ジャパゥン 清涼院 流水 こんな生き方もある 佐藤 愛子
パディントンのどろぼう退治 マイケル・ボンド サニー・シックスティーン・ルール 関口 尚 ヨーコさんの“言葉”　ふっふっふ 佐野 洋子
プレゼントは魔法のほうき ルース・サイムズ 『おふろでにほんちず』 宮知　和代 最高のおもてなし！ 竹田 新 暮らし自分流 下重 暁子
子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース 僕と彼女の左手 辻堂 ゆめ 陰翳礼讃 谷崎 潤一郎
熊とにんげん ライナー・チムニク 護られなかった者たちへ 中山 七里 星空の谷川俊太郎質問箱 谷川 俊太郎

編集長の条件 長崎 尚志 病気自慢 玉村 豊男

『グランパと僕らの宝探し』 大矢　純子 元禄六花撰 野口 武彦 いのちなりけり吉野晩禱 前 登志夫
幕末暗殺！ 谷津 矢車 美女は天下の回りもの 林 真理子
玄鳥さりて 葉室 麟 坂を見あげて 堀江 敏幸
焰 星野 智幸 永遠のおでかけ 益田 ミリ

また明日会いましょう 山本 周五郎
グランドスタッフになるには 京極 祥江 『祝葬』 久坂部　羊
逆境を乗り越える50のヒント 植西 聰 『ヨーコさんの“言葉”　ふっふっふ』 佐野　洋子
「対人不安」って何だろう? 榎本 博明
空の境界 奈須 きのこ

パパ入門ガイド ファザーリング・ジャパン 小説ちはやふる　上の句・下の句 末次 由紀
いちばんハッピーな離乳食BOOK 小池 澄子 ゴーフォワード! 花形 みつる
いちばんハッピーな幼児食BOOK 小池 澄子 少年Nの長い長い旅　04 石川 宏千花

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

自分の死を暗示するような謎の言葉を遺し、
37歳の若さで死んだ医師・土岐佑介。彼は生
前、代々信州を地盤とする医師の家系である
自分たち一族には「早死にの呪い」がかけられ
ていると語り…。 

1/26～2/25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。 

それぞれが自分の中に生き続ける力を持っ
ている。人生を豊かに生きる方法を綴った
選りすぐりのエッセイにイラストをそえる。 

けんちゃんがおふろにはいっていると、かべに
はっていた日本ちずから、北海道のくまがでて
きた。つづけて、青森県のりんご、岩手県の
かっぱがでてきて…。 

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 3月号 

オーストラリアで生まれそだったジュンヤ。
クラスメイトとうまくいかなくなったジュンヤ
の心のささえとなったのは、転校生のジェ
イソンとそのおじいちゃん「グランパ」だっ
た。グランパが2人にていあんしたのは…。 

料理には、それぞれの土地のふうど
やぶんかがえいきょうされる。インド
のチャパティ、ロシアのビーフストロガ
ノフなど、46カ国のきょうど料理をイラ
ストで楽しくごしょうかい。 

子 育 て 支 援 

こおりにのってやってくる、まっしろいど
うぶつたちのサーカスは、ふしぎでゆか
いで、なぜだかすこしかなしくて。 

嫌なお客のワガママ放題、無理難題。ご用
命とあらば、殺人以外なんでもします。万両
百貨店の敏腕外商・大塚佐知子が、顧客の
さまざまな依頼を解決!  



「民族」で読み解く世界史 宇山 卓栄
本能寺の変 生きていた光秀 井上 慶雪
図説呪われたロンドンの歴史 ジョン・D.ライト

悪魔のような女 赤川 次郎 聖徳太子の真相 小林 惠子 ツウになる!トラックの教本 広田 民郎 「すぐやる人」のノート術 塚本 亮
緋色のシグナル 麻見 和史 ダーリンの東京散歩 小栗 左多里 漂流するトモダチ 田井中 雅人 君たちはどう働くか 木暮 太一
旅発(たびだち) 上田 秀人 狙われた島 カベルナリア吉田 旅と雑貨とデザインと 森井 ユカ 公務員試験オールガイド　2019年度版 資格試験研究会
寄席品川清洲亭 奥山 景布子 五街道ウォークのすすめ 八木 牧夫 カジュアルは楽しい! あわの さえこ ダイレクト・リクルーティング 高山 奨史
人外魔境 小栗 虫太郎 ヨーロッパの路地・散歩道 上野 美千代 たのしい手づくり子そだて 良原 リエ 社員幸福度 桑野 隆司
メゾン・ド・ポリス 加藤 実秋 ニューヨークの魔法のかかり方 岡田 光世 手ぬいのかわいいベビー小物 木所 未貴 世界で働く人になる!　実践編 田島 麻衣子
沈黙の詩 鏑木 蓮 メイク大全 高松 由佳 会社と家族で一緒に支える心とキャリア 原 雄二郎
秘めた企み 喜安 幸夫 『ニューヨークの魔法のかかり方』 岡田　光世 きょうの晩ごはん 石原 洋子 ゼロからはじめる!脱サラ農業の教科書 田中 康晃
アンハッピー・ウエディング 櫛木 理宇 世界一美味しいご飯をわが家で炊く 柳原 尚之 セブン-イレブン金の法則 吉岡 秀子
ふたたびの光 倉阪 鬼一郎 基本の洋食 主婦の友社 応援される会社 新井 範子
影なき刺客 小杉 健治 肉の本 行正 り香
げんげ 佐伯 泰英 電子レンジで作る基本のおかず 北嶋 佳奈 『「すぐやる人」のノート術』 塚本　亮
なごりの月 中島 久枝 野上さんちの超ラクチン弁当 野上 優佳子
なぞとき 和田 はつ子 LOTTE Ghanaチョコレートレシピ ロッテ

こねない!糖質オフパン 飯田 順子
保守と立憲 中島 岳志 とことん収納 本多 さおり
石破茂と水月會の日本創生 石破 茂

誰でもない ファン ジョンウン 欲望の民主主義 丸山 俊一 『LOTTE Ghanaチョコレートレシピ』 ロッテ
ファミリー・ライフ アキール・シャルマ 告白 旗手 啓介
わが妹、ヴァージニア スーザン・セラーズ 超訳「国富論」 大村 大次郎
無音の弾丸 アーサー・B.リーヴ ティール組織 フレデリック・ラルー 登山者のための法律入門 溝手 康史
ハウスキーピング マリリン・ロビンソン 株の超入門書 安恒 理 裁判の原点 大屋 雄裕
アウシュヴィッツの歯科医 ベンジャミン・ジェイコブス 知の総合をめざして P.ブルデュー 事例でわかる!スペシャリストが教える借地 住友林業レジデンシャル

モナ・リザ・ウイルス　上・下 ティボール・ローデ 47都道府県の偏差値 久保 哲朗 高齢者と家族のためのQ&A 延命法律事務所
噓つきジュネ タハール・ベン・ジェルーン 世界一やさしい障害年金の本 相川 裕里子 家族が認知症になる前に準備する相続の本 鈴木 和宏
ぼくの名前はズッキーニ ジル・パリス 高校生ワーキングプア NHKスペシャル取材班 相続に活かす養子縁組 森田 茂夫
女王ロアーナ、神秘の炎　上・下 ウンベルト・エーコ 中国ジェンダー史研究入門 小浜 正子 ぐうたら流有機農業のコツ読本 西村 和雄 知って役立つ!家族の法律 長橋 晴男
木のぼり男爵 イタロ・カルヴィーノ 親子カフェのつくりかた 小山 訓久 サボテン全書 パワポン・スパナンタナーノン 保険こう選ぶのが正解！ 横川 由理

手あそびわらべうた 梅谷 美子 四季の野草リース 辻 典子 自分でできる相続税申告 福田 真弓

『無音の弾丸』 アーサー・Ｂ．リーヴ 食べることをどう考えるのか 橋本 直樹 ぐでねこライくん ojarinn 障害者総合支援法のすべて 柏倉 秀克
日本すし紀行 日比野 光敏 樹木と名字と日本人 有岡 利幸
八甲田山消された真実 伊藤 薫 たすかる料理 按田 優子 『保険こう選ぶのが正解！』 横川　由理

夜行列車よ永遠に 「旅と鉄道」編集部
みんなの機内食 機内食ドットコム

数学図鑑 永野 裕之
言ってはいけない宇宙論 小谷 太郎
オーロラ・ウォッチングガイド 赤祖父 俊一 バウハウスとはなにか 阿部 祐太

伯耆国・大山歴史読本 美しき小さな雑草の花図鑑 大作 晃一 もっと知りたいベラスケス 大高 保二郎
古代日本の実像をひもとく出雲の謎大全 瀧音 能之 人類の進化が病を生んだ ジェレミー・テイラー 絵手紙描き方のヒント 上岡 ひろ子
進化教育学入門 小林 朋道 あなたを悩ます困った人 柴田 豊幸 わたしたちの手塚治虫 斎藤 環 コーヒーはぼくの杖 岩野 響

寿命の9割は腸で決まる 松生 恒夫 ことば大全墨場必携 日貿出版社 つらい介護に、さようなら 高橋 浩一
だまされない 鎌田 實 煙のようになって消えていきたいの 斎藤 明美 運転を続けるための認知症予防 浦上 克哉
依存症からの脱出 信濃毎日新聞取材班 フィギュアほど泣けるスポーツはない！ 織田 信成 うつは自分で治せます。 吉家 重夫

調べるチカラ 野崎 篤志 わかりやすい予防接種 渡辺 博 弟子・藤井聡太の学び方 杉本 昌隆 認知症になった家族との暮らしかた 認知症の人と家族の会

小出版社の夢と冒険 小島 清孝 1日10秒マインドフルネス 藤井 英雄 サクッと!頭がよくなる東大クイズ 東京大学クイズ研究会 アトピー性皮膚炎 花川 博義
「本を売る」という仕事 長岡 義幸 ずぼら養生レシピ 松村 圭子 文章表現のための辞典活用法 中村 明 シニアのひざの痛み 池内 昌彦
ぶらぶらミュージアム 大田垣 晴子 人生100年の習慣 NHKスペシャル取材班 英語はぜったい逆から読むな! Jaybee Choi ペコロスの母の忘れもの 岡野 雄一
古代中国の社 E.シャヴァンヌ
幸福について ショーペンハウアー 『美しき小さな雑草の花図鑑』 大作　晃一 『文章表現のための辞典活用法』 中村　明
感情バカ 和田 秀樹
猫はためらわずにノンと言う ステファン・ガルニエ 美しくなりたいあなたへ バーバラ・エナンデル
続ける脳 茂木 健一郎 さんびきのこぶた あかぎ かんこ
一流の老人 山崎 武也 ぶんぶくちゃがま あかぎ かんこ

アサガオをそだてよう あかぎ かんこ

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 

1910年代に「アメリカのホームズ」として全米で
人気を博し、<クイーンの定員>にも選ばれたク
レイグ・ケネディの傑作短編集。大学教授で探
偵のクレイグ・ケネディが科学的知識を駆使し
て難事件に挑む。 

その保険、本当に必要ですか? 各誌保険ラ
ンキング選考委員の著者が、間違いだらけ
の保険選びを一刀両断。知っておきたい保
険の基礎知識や選ぶべき生命保険、家計に
優しい保険の見直し術などを紹介する。 

郷 土 

庭や道端など身近な場所に生えているにも関わら
ず、目もくれずに通り過ぎてきた雑草。手を伸ばし、
目を近づけて見ると…。美しく繊細で、個性豊かな
雑草の花を、色別に拡大写真で紹介する。 

人と出会い、心が触れ合う。それが、私のなか
で、いつまでも忘れられない思い出になる。
「ニューヨークの魔法」シリーズの著者が、“魔
法の瞬間”を写真とともに紹介。 

ロングセラーの板チョコ「ガーナ」を使ったチョコ
レートスイーツのレシピ本。手作りチョコレートの基
本テクニックを写真とともに解説し、生チョコやクッ
キー、ガトーショコラなど、全56品を紹介します。  

文章の発想、書く内容のアイディア、意味・語感に
よる最適なことば選び、漢字の使い分け、歴史的
仮名遣いの確認…。さまざまな場面での文章表現
に役立つ辞典類とその活用法を紹介する。 

法 律 情 報 

ハ ー ト フ ル 

行動が速い、「すぐやる人」に共通することは、
「自分を動かす仕組み」を持っていること。誰で
も使ったことがある身近なノートを使って、行動
力を高める方法を紹介する。  


