
コンピューターってどんなしくみ? 村井 純 めしくわぬにょうぼう 常光 徹
小松帯刀 加来 耕三 はたらくくるまのずかん 五十嵐 美和子
こども西郷どん 齋藤 孝 なくのかな 内田 麟太郎
よくわかる銀行 戸谷 圭子 さよならズック 飯塚 健
ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル 水木 しげる こいのぼりじま こさか まさみ
あべ弘士どうぶつクイズ教室 あべ 弘士 たぬきのおやき 井出 幸子
カブトムシ クワガタムシ 海野 和男 ずっと ケイト・クライス
有害物質のサバイバル スウィートファクトリー うさぎでうれしい うさぎはうさぎ さこ ももみ
やさしい行事のこうさく　1～4 竹井 史郎 わんぱくだんのおにわのようせいたち ゆきの ゆみこ
楽器ビジュアル図鑑　1～6 国立音楽大学 ハルの日 渡辺 眞子 ペインレス　上・下 天童 荒太
親子で楽しむはじめての将棋 藤田 綾 めろんさんがね… とよた かずひこ 平凡な革命家の食卓 樋口 有介
石井桃子 竹内 美紀 キネマトグラフィカ 古内 一絵
小学生のための俳句入門 坪内 稔典 『たぬきのおやき』 井出 幸子 文豪たちの友情 石井 千湖 文学　2018 日本文藝家協会

常世の花 石牟礼道子 若松 英輔 あの夏、二人のルカ 誉田 哲也

『こども西郷どん』 齋藤 孝 やさしい小倉百人一首の鑑賞 伊藤 晃 傍流の記者 本城 雅人
古事記の謎をひもとく 谷口 雅博 碧と花電車の街 麻宮 ゆり子
水上博物館アケローンの夜 蒼月 海里 向こう側の、ヨーコ 真梨 幸子
二人の推理は夢見がち 青柳 碧人 オーバーロード　13 丸山 くがね

ぐるぐるちゃんかくれんぼ 長江 青 にゃん! あさの あつこ あやかし草紙 宮部 みゆき
とびますよ 内田 麟太郎 みなさんの爆弾 朝比奈 あすか ウェンディのあやまち 美輪 和音

ルルとララのアニバーサリー・サンド あんびる やすこ とってもなまえのおおいネコ ケイティ・ハーネット 烏百花　蛍の章 阿部 智里 葬偽屋に涙はいらない 森 晶麿
空飛ぶのらネコ探険隊　5 大原 興三郎 みんな、ワンダー R.J.パラシオ ステイ・ゴールド 池田 久輝 つながりの蔵 椰月 美智子
怪談オウマガドキ学園　26・27 常光 徹 だいすきだよ 間部 香代 赤銅(あかがね)の魔女 乾石 智子 食堂メッシタ 山口 恵以子
ソラタとヒナタ かんの ゆうこ とらんぽりんぽーん ふくだ じゅんこ ギロチンハウス 大石 直紀 夜の終る時/熱い死角 結城 昌治
まかせて!母ちゃん!! くすのき しげのり おばきゃー! 藤本 ともひこ 泣きかたをわすれていた 落合 恵子 廃園日和 行成 薫
ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤 ノリコ おかっぱちゃん Boojil ひと 小野寺 史宜 デートクレンジング 柚木 麻子
水色の不思議 斉藤 洋 うまはかける 内田 麟太郎 玉村警部補の巡礼 海堂 尊 奪うは我なり 朝倉義景 吉川 永青
謎新聞ミライタイムズ　2 佐東 みどり あむ 小風 さち 法廷弁論 加茂 隆康
さくらのカルテ 中澤 晶子 いたずらトロルと音楽隊 アニタ・ローベル 紅のアンデッド 川瀬 七緒 『文学　2018』 日本文藝家協会
四人のヤッコ 西内 ミナミ ききいっぱつねこざかな わたなべ ゆういち 宇喜多の楽土 木下 昌輝
消えた時間割 西村 友里 放課後ひとり同盟 小嶋 陽太郎
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　9 廣嶋 玲子 『いたずらトロルと音楽隊』 アニタ・ローベル ドロシイ殺し 小林 泰三
まじょ子とステキなおひめさまドレス 藤 真知子 カットバック 今野 敏
お願い!フェアリー♥　20 みずの まい 日の出 佐川 光晴
おばけのたからもの むらい かよ 黙過 下村 敦史
マネキンさんがきた 村中 李衣 ヘイ・ジュード 小路 幸也
ビワイチ! 横山 充男 ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽 麻子
カーネーション・デイ ジョン・デヴィッド・アンダーソン 地球にちりばめられて 多和田 葉子 いずれの日にか国に帰らん 安野 光雅
アラルエン戦記　11 ジョン・フラナガン 近松よろず始末処 築山 桂 終わりと始まり2.0 池澤 夏樹
弱小FCのきせき マイケル・モーパーゴ 砂の家 堂場 瞬一 魂の秘境から 石牟礼 道子
炉辺荘のアン L.M.モンゴメリ 13歳からの絵本ガイド 金原 瑞人 隠蔽人類 鳥飼 否宇 男の背中、女のお尻 佐藤 愛子
水瓶座の少女アレーア　3 タニヤ・シュテーブナー 工学部 漆原 次郎 Team383 中澤 日菜子 小高へ 島尾 伸三

最強部活の作り方 日比野 恭三 ドラゴンスリーパー 長崎 尚志 明日への一歩 津村 節子

『ソラタとヒナタ』 かんの ゆうこ いちばん新しいテニス上達メソッド 緑ケ丘テニスガーデン バルス 楡 周平 一日の苦労は、その日だけで十分です 三浦 綾子
DVDでわかる!勝つ剣道最強のコツ50 香田 郡秀 5時過ぎランチ 羽田 圭介 ゴリラからの警告 山極 寿一
猫の楽園 エミール・ゾラ バビロンの階段 蜂須賀 敬明 100歳の100の知恵 吉沢 久子
昔勇者で今は骨　2 佐伯 庸介 三千円の使いかた 原田 ひ香 バッグをザックに持ち替えて 唯川 恵

『昔勇者で今は骨　2』 佐伯 庸介 『ドラゴンスリーパー』 長崎 尚志

症状からわかる子どもの病気とケア 宮下 守
0歳児とのあそびかた大全 汐見 稔幸

『いずれの日にか国に帰らん』 安野 光雅

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

元上司・諸富が殺害された。“パイルドライ
バー”の異名をとる元刑事・久井は、イマドキの
刑事・中戸川とコンビを組み、アドバイザーとし
て捜査を開始。すると諸富が追っていた未解決
事件の裏に、不法滞在中国人の存在が…。 

4/26～5/23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。 

昔の津和野の風景、戦争を挟んで別れ別れに
なってしまった弟との思い出、そして忘れえぬ
人々…。安野光雅が柔らかな色彩で描いた数多
くの絵と共に、昭和の初めの、貧しいけれど平
和なころをユーモアと哀切を奏でる文章で綴る。 
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あたらしく入った本 
平成30年 6月号 

やさしいくまのソラタと、ひとりぼっちのきつ
ね・ヒナタが出会いました。さて、ふたりはと
もだちになれるでしょうか? 「なまえ」「ともだ
ちのつくりかた」「すてきなばしょ」「かこへの
てがみ」など6つの話を収録。 

明治維新の立役者、西郷隆盛。「敬天愛人」
「児孫のために美田を買わず」など、西郷の
残した言葉を、動物イラストとともにわかりや
すく解説する。小さい時から知っておきたい
名言や有名な言葉に触れられる。 

子 育 て 支 援 

旅まわりの5人組の音楽隊は、音楽隊の演
奏がきけずに怒ったトロルから、楽器に魔法
をかけられてしまいました。それ以来、楽器
から出るのは、おかしな音ばかり。この魔法
をとくにはどうすればいいのでしょうか。 

かつての仲間フブルさん激怒につき王都へ参
上した冒険者アル。王都を騒がせる怪現象の
調査は意外な過去に繫がっていた。秘密を握る
のは、容姿も魔力も桁外れ、初対面なのに見覚
えのある少年で…。お気楽異世界ファンタジー。 

新緑の春、たぬきの家では森の友だちを呼
んでパーティーを開くことになりました。みん
なで張り切って、おやきを作り…。おやきの
作り方と、「たぬきのおやき」のピアノ伴奏譜
付き。見返しに歌詞あり。 

2017年刊行の文芸誌発表作品から精選した、
「今」を代表する17人の作家が描いた珠玉の短
篇。高橋弘希「踏切の向こう」、青山七恵「帰
郷」、綿矢りさ「意識のリボン」などを収録。 



石には方向がある 韓 鐵均
ことばと遊び、言葉を学ぶ 柳瀬 尚紀
本当にある!変なことわざ図鑑 森山 晋平

99%の人が速くなる走り方 平岩 時雄 チューリングの考えるキカイ 阿部 彩芽 プレモダン建築巡礼 磯 達雄 文豪の凄い語彙力 山口 謠司
天城越え殺人事件 梓 林太郎 AIは人間の仕事を奪うのか? 松本 健太郎 火星で生きる スティーブン・ペトラネック 日本語が面白い!数え方の絵本 ロコ・まえだ
浪人奉行　4ノ巻 稲葉 稔 三人よれば楽しい読書 井上 ひさし 48歳からのタブレット入門 リブロワークス
破矛 上田 秀人 若い読者のための哲学史 ナイジェル・ウォーバートン 石けんだけで肌はきれいになる 井出 順子 『文豪の凄い語彙力』 山口 謠司
相嵌 上田 秀人 孤独の磨き方 植西 聰 お金をかけずにシックなおしゃれ 小林 直子
居酒屋お夏　8 岡本 さとる 台湾に渡った日本の神々 金子 展也 オトナ女子の整理術 新星出版社編集部
天女と夜叉 沖田 正午 観音・地蔵・不動 速水 侑 人生が整う家事の習慣 本間 朝子
鴨川食堂はんなり 柏井 壽 「名」から読み解く日本社会史 夏目 琢史 はじめての金融リテラシー 奥田 真之
坂本龍馬殺人事件 風野 真知雄 埋葬からみた古墳時代 清家 章 煌めくハーバリウム ハーバリウム普及推進委員会

縁結びこそ我が使命 風野 真知雄 江戸の暮らし 山本 博文 一生使える。包丁の基本 主婦の友社
江戸ねこ日和 倉阪 鬼一郎 不便ですてきな江戸の町 永井 義男 Kotoさんのかしこい作りおき Koto
荒波越えて 倉阪 鬼一郎 陸軍中野学校と沖縄戦 川満 彰 スグうま自炊生活 まき あやこ
幻夜行 小杉 健治 アイルランド革命1913-23 小関 隆 syunkonカフェごはん 山本 ゆり 公認心理師必携テキスト 福島 哲夫
ヴィジュアル・クリフ 佐藤 青南 幕末・明治偉人たちの「定年後」 河合 敦 やせるおやつ 木下 あおい 10年後の仕事図鑑 堀江 貴文
幻宮は漠野に誘う 篠原 悠希 マリー・アントワネットの最期　上・下 エマニュエル・ド・ヴァレスキエル 小麦・いも・豆のおやつ 日本調理科学会 意見・主張が通る「伝え方」 石田 健一
流転の虹 鈴木 英治 熊楠と猫 南方 熊楠 本日晴天お片づけ 伊藤 まさこ 会社のやってはいけない! 内海 正人
入り婿侍商い帖　3 千野 隆司 こどもスケッチ おーなり 由子 一生使える「電話のマナー」 尾形 圭子
麦の滴 千野 隆司 『不便ですてきな江戸の町』 永井 義男 世界一わかりやすい教える技術 向後 千春
まぼろしの維新 津本 陽 『こどもスケッチ』 おーなり 由子 自分らしく働くための会社人の常識 齊藤 紀夫
剣客旗本春秋譚 鳥羽 亮 話し下手のための雑談力 沢渡 あまね
おれたちの仇討 鳥羽 亮 5年たったら正社員!? 嶋崎 量
爆裂通貨 濱 嘉之 21世紀の女性と仕事 大沢 真知子
はやぶさ新八御用帳　7 平岩 弓枝 定年前後の「やってはいけない」 郡山 史郎
恋女房 藤井 邦夫 産地で取り組む新規就農支援 和泉 真理
京都寺町三条のホームズ　9 望月 麻衣 商品プロデュースの発想法 河瀬 和幸
風来坊恋情剣　上巻・下巻 山手 樹一郎 アマゾンのすごいルール 佐藤 将之
牡丹ずし 和田 はつ子 池上彰の未来を拓く君たちへ 池上 彰 売れる仕組みをどう作るか 永井 孝尚
欧州開戦　1・2 マーク・グリーニー 縮小まちづくり 米山 秀隆 はじめてのボックス水耕栽培 岡部 勝美 リーダーが育つ55の智慧 似鳥 昭雄
影の子 デイヴィッド・ヤング 欲望の資本主義　2 丸山 俊一 プランターで寄せ植え野菜 竹内 孝功

「コミュ障」の社会学 貴戸 理恵 アジサイ 川原田 邦彦

『幻宮は漠野に誘う』 篠原 悠希 ぶどう畑で見る夢は 小手鞠 るい 岩合光昭の世界ネコ歩き　2 岩合 光昭
2030年教師の仕事はこう変わる! 西川 純 猫のための家庭の医学 野澤 延行
ふれあいペアレントプログラム 尾崎 康子 小売業起点のまちづくり 石原 武政
賢者の勉強技術 谷川 祐基 日本鉄道事始め 高橋 団吉
小さな暮らしのおすそわけ ミスミ ノリコ インバウンドビジネス入門講座 村山 慶輔
江戸の祭礼と寺社文化 滝口 正哉

家族の介護 手続きとお金 高室 成幸
カズオ・イシグロの長崎 平井 杏子 日本列島5億年史 高木 秀雄 ウルトラ図解ADHD 岩波 明
ホロコースト表象の新しい潮流 佐川 和茂 化石が語る生命の歴史　1 ドナルド・R.プロセロ 脳卒中予防ハンドブック 大熊 洋揮
シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち 北村 紗衣 生物模倣 アミーナ・カーン
葬儀屋の次の仕事 マージェリー・アリンガム 子どもと一緒に覚えたい野鳥の名前 山崎 宏 『脳卒中予防ハンドブック』 大熊 洋揮
日の名残り カズオ・イシグロ なかなか治らないめまいが治る 中山 杜人
間に合わせの埋葬 C.デイリー・キング 認知症を堂々と生きる 宮本 礼子
ホロコーストを生き抜く イレーナ・パウエル ずぼら瞑想 川野 泰周 流出した日本美術の至宝 中野 明
緑の扉は夢の入口 ケルスティン・ギア ゆるスクワットの教科書 小山 勝弘 華ひらく皇室文化 小松 大秀
ヨゼフ・チャペックエッセイ集 ヨゼフ・チャペック イチバン親切なデッサンの教科書 上田 耕造

『ずぼら瞑想』 川野 泰周 世界はもっと美しい。 東京カメラ部
はじめての籐編み 齊藤 美子
とっておきの知育おもちゃ 寺西 恵里子

竹島問題の起原 藤井 賢二 美空ひばり最後の真実 西川 昭幸 100歳まで歩ける足腰をつくる! 大谷内 輝夫
大山絶景 佐々木 俊和 ランニングの成功法則 木村 誠 昭和の窓 やべ みつのり
伯耆大山 武並 完治 水ぎわの珍プレー 村上 康成 もも子さんとオレオレ詐欺 中村 ルミ子

『岩合光昭の世界ネコ歩き　2』　岩合 光昭

『意見・主張が通る「伝え方」』　石田 健一

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 

遠国へ輿入れする公主・麗華の近侍女官とし
て、ともに旅立つことになった星遊圭。しかし
彼の真の任務は、金椛帝室を救うため、失わ
れた日蝕の周期表「天官書」を探すことで…。
中華ファンタジー、新章。 

郷 土 人間関係が上手くいかない、イライラ・怒りがお
さまらない、不安がずっと続く…。その悩みは
ぜんぶ「脳の疲れ」から来ているもの。「歯磨き
瞑想」「洗顔瞑想」など、1分で簡単にリセットで
きる、ずぼら瞑想を紹介する。 

衣食住・経済・性・衛生観念…。江戸の暮らし
はどんなものだったのか? 江戸時代へタイムト
ラベルした男たちを描いた小説に解説コラムを
付し、江戸の暮らしの魅力と幻想を現代人の視
点から読み解く。 

愛しいことは、大変なことも、うれしいことも、ど
うでもいいことも、ごちゃまぜ-。昔子どもだった
すべての人に贈る、イラスト満載の笑って泣け
る子育てエッセイ。『こどもMOE』連載に書きお
ろしを加えて再構成。 

ブルックリンのカフェの看板ネコ、オーストラ
リアの牧場で暮らすネコ…。NHK BSプレミア
ムの番組「岩合光昭の世界ネコ歩き」で訪
ねた世界16地域のネコたちの写真を収めた
作品集。 

意見がなかな通らない、話に説得力がないと
感じる、口論になることが多い…。そんな人に
向けて、相手の「気持ち」や「感情」に寄り添
い、場を温めながら、意見・主張を通す伝え
方を伝授する。 

言葉を探し、言葉を選び、言葉を創りだして
文章を紡ぎ出した文豪たち。幸田文「糖衣を
脱いだ地声」、山田風太郎「哀怨な瞳」など、
古くて新しい、そして深い文豪たちの言葉を
紹介する。 

健 康 長 寿 

脳卒中は、命が奪われなくても一生が台無しに
なってしまう病気。けれど、予防はそれほど難
しくない。平均寿命が短く、脳卒中の発生率が
高い青森県の脳卒中の特徴や発生状況を踏
まえた上で、脳卒中の予防について説明する。 


