
こどもギリシア哲学 齋藤 孝 ネルはいぬのめいたんてい ジュリア・ドナルドソン
感性の育て方 入江 久絵 ワタナベさん 北村 直子
チョコレート物語 佐和 みずえ わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット
「ふつう」ってなんだ? ReBit イオマンテ 寮 美千子
レインボールームのエマ 戸森 しるこ せかいいちのサンドイッチ きむら ゆういち
マルコとパパ グスティ ばすくんのともだち みゆき りか
プログラミングについて調べよう 川崎 純子 ちなつくん 長田 真作
今日よりは明日はきっと良くなると 茂市 久美子
赤ちゃんと母(ママ)の火の夜 早乙女 勝元 『せかいいちのサンドイッチ』 きむら　ゆういち
ドラゴンの飼い方 伊藤 慎吾 身代わり忠臣蔵 土橋 章宏
単位のひみつモノの数え方 桜井 進 樽とタタン 中島 京子
はるのくさばなあそび 佐野 高太郎 悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山 七里
水はどこから来るのか? 高堂 彰二 大友二階崩れ 赤神 諒 にらみ 長岡 弘樹
楽しくお手伝い 松本 麻希 長く高い壁 浅田 次郎 奏弾室 仁木 英之
「孫たちは帰らない」けれど 豊田 直巳 おはなみくまちゃん シャーリー・パレントー ぼくがきみを殺すまで あさの あつこ 掟上今日子の色見本 西尾 維新
そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地 国夫 はーい ばーい きしら まゆこ アンダーカバー 麻生 幾 おまじない 西 加奈子
声優さんっていいな 如月 かずさ フランクリンの空とぶ本やさん ジェン・キャンベル 天龍院亜希子の日記 安壇 美緒 あるミアタリの女 弐藤 水流
フルスイング! くすのき しげのり ペネロペのしんがっき アン・グットマン 怪盗不思議紳士 我孫子 武丸 完パケ! 額賀 澪
英語が好きになる 関 和之 はるのワンピースをつくりに 石井 睦美 レッドリスト 安生 正 大人になったら、 畑野 智美

動物たちは、建築家! ダニエル・ナサル 本のエンドロール 安藤 祐介 雨と詩人と落花と 葉室 麟

『はるのくさばなあそび』 佐野　高太郎 地検のS 伊兼 源太郎 スイート・ホーム 原田 マハ
『はるのワンピースをつくりに』 石井　睦美 イザベルに薔薇を 伊集院 静 それまでの明日 原 尞

私小説 市川 拓司 穢れ舌 原 宏一
修羅の都 伊東 潤 鍬ケ崎心中 平谷 美樹
わたしの忘れ物 乾 ルカ 虚像のアラベスク 深水 黎一郎
天の花 伊吹 有喜 ミライミライ 古川 日出男
かちがらす 植松 三十里 異常探偵宇宙船 前田 司郎

きつねうどんたぬきうどん 古内 ヨシ 浅見光彦と七人の探偵たち 内田 康夫　他 超動く家にて 宮内 悠介
よりみち3人修学旅行 市川 朔久子 ぜったいあけちゃダメッ! アンディ・リー 一身二生 太田 俊明 水田マリのわだかまり 宮崎 誉子
ぼくのドラゴン おの りえん アナゴたいそう うさやま みやこ 魔女と魔王 岡田 伸一 さよなら、わるい夢たち 森 晶麿
あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉 幸子 母ぐま子ぐま 椋 鳩十 私はあなたの記憶のなかに 角田 光代 安土唐獅子画狂伝 谷津 矢車
となりの火星人 工藤 純子 ドーナツやさんのおてつだい もとした いづみ スタア誕生 金井 美恵子 老侍 吉川 永青
グドーさんのおさんぽびより たかどの ほうこ おるすばんのぼうけん 福井 さとこ 兵 木下 昌輝
幽霊屋敷貸します 富安 陽子 虚談 京極 夏彦
さよなら、ぼくらの千代商店 中山 聖子 『きつねうどんたぬきうどん』 古内　ヨシ 路上のX 桐野 夏生
花見べんとう 二宮 由紀子 死の島 小池 真理子 デラシネの時代 五木 寛之
ルソンバンの大奇術 牡丹 靖佳 房総グランオテル 越谷 オサム 女盛りは心配盛り 内館 牧子
わたしの空と五・七・五 森埜 こみち 引き抜き屋　①② 雫井 脩介 卵を買いに 小川 糸
キツネのパックス サラ・ペニーパッカー 枕女王 新堂 冬樹 極小農園日記 荻原 浩
ジュディ・モードは宇宙人? メーガン・マクドナルド 青くて痛くて脆い 住野 よる 酒の渚 さだ まさし

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ あるいて行くとぶつかるんだ 椎名 誠

『花見べんとう』 二宮　由紀子 卑弥呼の葬祭 高田 崇史 人生の退き際 曽野 綾子
シャーロック・ホームズたちの新冒険 田中 啓文 立ち直る力 辻 仁成

14歳からの天文学 福江 純 額を紡ぐひと 谷 瑞恵 恨みっこなしの老後 橋田 壽賀子

夢見る横顔 嘉成 晴香 クローゼット 千早 茜 河のほとりで 葉室 麟
フローラ エミリー・バー カーネーション 徳永 圭 ほどほど快適生活百科 群 ようこ
パドルの子 虻川 枕 吉祥寺デイズ 山田 詠美
小説ちはやふる　結び 末次 由紀 『浅見光彦と七人の探偵たち』 内田　康夫　他

『河のほとりで』 葉室　麟
『パドルの子』 虻川　枕

赤ちゃんが夜早く、長く眠るかんたん ☆ねんねトレーニングBOOK

伊藤 かよこ
離乳食大全科
育児大全科

日 本 の 小 説 

織江耕太郎、井上凛など、東京都北区主催の
「北区内田康夫ミステリー文学賞」の受賞作家
7人によるアンソロジー。浅見光彦が不可解な
ダイイングメッセージの謎に挑む、内田康夫の
短編「地下鉄の鏡」も収録する。 

2/26～3/26までに入ったおもな本の紹介です。ここに掲載してい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。 

臨済の「済」の字には、「河の渡し場」という
意味がある。臨済には「河のほとり」とも読
めるのだ-。歴史小説家として絶大な人気を
持つ著者の、目配りの確かさと敗者の歴史
への優しさ溢れる随筆集。 

うどんが大好きな、きつねくんとたぬきくん。きつ
ねくんは「きつねうどんがいちばん!」といい、た
ぬきくんは「たぬきうどんがいちばん!」といい、
どっちがおいしいかで、けんかになってしまい…。 

エ ッ セ イ 

ヤングアダルトコーナー 
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あたらしく入った本 
平成30年 4月号 

きょうはお花見にでかけるという春の日のあ
さ。「こんにちは」とやってきたのは、卵やき。
トリのからあげや、ミートボールもやってきて
…。 

春ののはらにはたのしいことが
いっぱい! 「れんげそうのかんむり」
「なずなのしゃらしゃら」「ふきのお
めん」「たんぽぽのわたげのびん
づめ」など、くさばなをつかった21
のあそびをしゃしんでごしょうかい
します。 

子 育 て 支 援 

春のワンピースがほしくなったさきちゃんは、
おおきさもかたちもぴったりのふくをつくって
くれるとひょうばんのミコさんのおみせにやっ
てきました。さて、どんなワンピースができあ
がるのかな？ 

中2の水野耕太郎は、旧校舎の屋上に広がる
水たまりを見つける。そこで泳いでいたのは、水
泳部の水原だった。水原が見せた涙の理由を
探した水野は、思いもよらない真実に気づく。 

ひろばでカフェをひらいた、うさぎのしろとも
も。だいすきなにんじんのサンドイッチばか
りだしたので、みんながっかり。そこで、みん
なのすきなものをサンドイッチにして…。 



海老蔵を見る、歌舞伎を見る 中川 右介
Lily 石田 ゆり子
私が愛した映画たち 吉永 小百合

林京子の文学 熊 芳 いきなりPDF速攻マニュアル 阿部 信行 「石油」の終わり 松尾 博文 はじめてのゴルフレッスン 新井 真一
松本清張「隠蔽と暴露」の作家 高橋 敏夫 Pythonの絵本 アンク 知られざる地下街 廣井 悠 中村俊輔サッカー覚書 中村 俊輔
文豪の朗読 朝日新聞社 19歳の読書論 和田 渡 日本の高速鉄道史 高野 晃彰 羽生結弦が生まれるまで 宇都宮 直子
俳句の誕生 長谷川 櫂 新聞社崩壊 畑尾 一知 インターネット,7つの疑問 大崎 博之 声が20歳若返るトレーニング 上野 実咲
主よ一羽の鳩のために 須賀 敦子 核兵器を禁止する 川崎 哲 味噌大全 渡邊 敦光 微妙におかしな日本語 神永 曉
こんにちは 谷川 俊太郎 一〇一歳の習慣 高橋 幸枝 痛い靴がラクに歩ける靴になる 西村 泰紀 落とされない小論文 今道 琢也
脳は回復する 鈴木 大介 やりなおし高校日本史 野澤 道生 ひとり暮らしの教科書 mini+SPRiNG編集部 迷わず書ける記者式文章術 松林 薫
96歳元海軍兵の「遺言」 瀧本 邦慶 琉球王権と太陽の王 吉成 直樹 刺しゅうステッチ事典150 オノエ メグミ

太陽の船復活 吉村 作治 まいにちつかうもの 石川 ゆみ 『声が２０歳若返るトレーニング』 上野　実咲
祈りの旅 朝日新聞社会部 白飯最高おかず 堤 人美
決断のとき 小泉 純一郎 ちゃんとおぼえたい和食 吉田 麻子

夢裡庵先生捕物帳　上・下 泡坂 妻夫 未完の西郷隆盛 先崎 彰容 きのこレシピ 石澤 清美
桃太郎姫七変化 井川 香四郎 スゴー家の人々 菅生 新 瀬尾幸子の楽ワザ弁当 瀬尾 幸子
杉下右京の多忙な休日 碇 卯人 地球千鳥足 小川 彩子 お菓子とパン 桑原 奈津子
殿様推参 井川 香四郎 極夜行 角幡 唯介 おうちでつくるイギリス菓子 安田 真理子
トラットリア・ラファーノ 上田 早夕里 みんなの「無印良品」日記 みんなの日記編集部
白金南蛮娘殺人事件 風野 真知雄 『太陽の船復活』 吉村　作治 かしこい子が育つ足うらマッサージ 鈴木 きよみ 図解すごい「実行力」 石田 淳
闇奉行化狐に告ぐ 喜安 幸夫 働く女の品格 戸田 久実
帆を上げて 倉阪 鬼一郎 『知られざる地下街』 廣井 悠 結果を出すリーダーの選択 上田 比呂志
感染領域 くろき すがや 実践!福利厚生改革 可児 俊信
さくさくかるめいら 坂井 希久子 人を「巻き込む」コミュニケーション技術 櫻井 弘
逃げた名馬 佐々木 裕一 一生仕事で困らない企画のメモ技 高橋 晋平
紫の夢 千野 隆司 やっぱり会計士は見た! 前川 修満
曉天の志 辻堂 魁 社会保険・労働保険事務手続の基礎の基礎 五十嵐 芳樹
闇姫変化 鳥羽 亮 最強の生産性革命 竹中 平蔵 夢みるチョコレート工房 伊藤 紀幸
刑事学校 矢月 秀作 炎と怒り マイケル・ウォルフ 変わる!農業金融 中里 幸聖
凛と咲きて 矢野 隆 お金は寝かせて増やしなさい 水瀬 ケンイチ 赤毛のアンとハーブのある暮らし 竹田 久美子 できる人材がすぐに辞めない職場のつくり方 岡本 文宏
官僚たちのアベノミクス 軽部 謙介 世界の選挙制度 大林 啓吾 育てて楽しむウメ百科 三輪 正幸 これからの飲食店マネジメントの教科書 山川 博史
津波災害 河田 惠昭 姉妹都市の挑戦 毛受 敏浩 シロウト夫婦のきょうも畑日和 金田 妙 チラシの教科書 中山 マコト
<どんでん返し>の科学史 小山 慶太 3つのゼロの世界 ムハマド・ユヌス ベランダ寄せ植え菜園 たなか やすこ お客を呼ぶ!スゴい仕掛け 佐藤 元相
子規居士の周囲 柴田 宵曲 母の家がごみ屋敷 工藤 哲 ときめく多肉植物図鑑 TOKIIRO お客さまには「うれしさ」を売りなさい佐藤 義典

いじめからいのちを守る 近藤 卓 猫とずっと暮らす本　保護猫編 谷口 史奈

『杉下右京の多忙な休日』 碇　卯人 今こそ「奨学金」の本当の話をしよう。 本山 勝寛 サバが好き! 池田 陽子 『やっぱり会計士は見た！』 前川　修満
アウトドア育脳のすすめ 瀧 靖之 新まだある。大百科　お菓子編 初見 健一
日本伝承遊び事典 東京おもちゃ美術館 まちづくりの非常識な教科書 吉川 美貴
日本の祭り 小川 秀一 鉄道写真が語る昭和 「旅と鉄道」編集部

ファンシー絵みやげ大百科 山下 メロ

『赤毛のアンとハーブのある暮らし』 竹田　久美子
ありえない138億年史 ウォルター・アルバレス

利己的な遺伝子 リチャード・ドーキンス
海峡を渡る幽霊 李 昻 人間の未来AIの未来 山中 伸弥 血圧が下がる本 桑島 巖
昏い水 マーガレット・ドラブル 身近な病気こうして予防 島根県立大学出雲キャンパス アスペルガー症候群・ADHDを解決するコツがわかる本 司馬 理英子
オリジン　上・下 ダン・ブラウン 1型糖尿病をご存知ですか? 宮川 高一 花粉症は1週間で治る! 溝口 徹
15時17分、パリ行き アンソニー・サドラー 10万個の子宮 村中 璃子 がんになった親が子どもにしてあげられること 大沢 かおり
もっと、海を イルマ・ラクーザ 図解カラダを温める食べ物 石原 結實 がんと向き合うあなたへ 国立病院機構九州がんセンター

許されざる者 レイフ・GW.ペーション いっしょに食べよう 川口 美喜子 石を聴く ヘイデン・ヘレーラ 宿命の戦記 高山 文彦
椿姫 デュマ・フィス アロマセラピー使いこなし事典 池田 明子 代表作でわかる印象派BOX 冨田 章
日本人の恋びと イサベル・アジェンデ 60歳からはじめる色鉛筆画 渡辺 芳子 『宿命の戦記』 高山　文彦

『１０万個の子宮』 村中　璃子 必携書画の落款 全国書道普及協会
Veritecoの草木染め Veriteco
紙パンダ! 大原 まゆみ

地図と写真でよくわかる!古事記 山本 明 おりがみで作る箱 布施 知子
出雲大社門前町の発展と住人の生活 いづも財団 オリンピックと万博 暮沢 剛巳
山陰地方の彩色絵葉書 山道　俊哉 童謡の百年 井手口 彰典

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 

無期限停職処分となった右京は休暇を利用し
アラスカを訪れる。そこでは野生の熊に襲われ
る事件が多発していた。凶暴な人食い熊が射
殺され、一件落着と思われたが…。全2話収録。
「相棒」オリジナル小説第5弾。 

世界の果てまで薬を届け、虐げられたハン
セン病者とともに差別撤廃に挑む、日本財
団会長・笹川陽平。彼の世界規模のハンセ
ン病制圧活動に密着取材した、足掛け7年
の記録。 

郷 土 少女たちの身体の症状が、本当に訴えていたこと
とは? 現役の医師である著者が、子宮頸がんワク
チン問題の背景と、この問題を追う中で見えてきた
日本社会の闇に切り込む。 

1966年エジプト。23歳の私が「太陽の船」に出会っ
ていなければ、考古学者吉村作治は生まれていな
かっただろう。太陽の船との出会いや第二の太陽
の船発掘の経緯、プロジェクトの現状などを綴る。 災害から地下街を守る、日本の進化する技術を解

説。地下街の成り立ちや意外と知られていない豆
知識、全国のさまざまな地下街の魅力なども紹介
する。全国地下街MAP付き。 

「赤毛のアン」の名場面とともに、ハーブの育
て方や利用方法、アロマセラピーとしての利
用方法などを紹介します。 

ヤマトがアマゾンから撤退した舞台裏。ZOZOが
三越伊勢丹に時価総額で倍の差をつけた理由
…。決算書を読み解きながら企業の舞台裏を紹
介する。内部留保の使い道として重要性が増す
M&Aの成功と失敗も取り上げる。 

日 本 の 文 学 

人に聞き返される」「口が回らなくなった」「カラオ
ケでうまく歌えない」…。声が年をとる原因をわか
りやすく解説し、身の回りにある道具でできる、声
の老化を防ぐトレーニングを紹介する。 


