
プログラミングでなにができる? 杉浦 学 クマと少年 あべ 弘士
もしときサバイバル術Jr. 片山 誠 スサノオ 飯野 和好
なぜこうなった?あの絶景のひみつ 増田 明代 もぐらはすごい アヤ井 アキコ
もりのほうせきねんきん 新井 文彦 たなばたのねがいごと 村中 李衣
動物進化ミステリーファイル 大渕 希郷 おしらさま 柳田 国男
虫のしわざ探偵団 新開 孝 おうち 中川 ひろたか
たべもの1000 ニッキー・ダイソン きょうだいぎつねのコンとキン 村山 桂子
滞空型キッズおり紙ヒコーキ 戸田 拓夫 はつめいだいすき ピップ・ジョーンズ
こどもスポーツ絵じてん 三省堂編修所 ようかいしりとり おくはら ゆめ
日本の金メダリストじてん　2 中嶋 舞子 おばけのパンこうじょう オームラ トモコ 未来 湊 かなえ
小学生の水泳最強上達BOOK 森 謙一郎 やまのかいしゃ スズキ コージ 火環(ひのわ) 村田 喜代子

けろけろいけのひっこし 桐 隆一 ミルク・アンド・ハニー 村山 由佳
きょうはちょうどよいひより こいで やすこ 幸腹な百貨店 3 秋川 滝美 元禄お犬姫 諸田 玲子
つくえはつくえ 五味 太郎 鏡じかけの夢 秋吉 理香子 選んだ孤独はよい孤独 山内 マリコ
せかいかえるかいぎ 近藤 薫美子 雲の果 あさの あつこ 婚活食堂 山口 恵以子
あかんぼっかん ザ・キャビンカンパニー 怪しくて妖しくて 阿刀田 高 偽姉妹 山崎 ナオコーラ
きのうをみつけたい! アリソン・ジェイ 平城京 安部 龍太郎 バットランド 山田 正紀
くぬぎむらのレストラン カズコ・G.ストーン その話は今日はやめておきましょう 井上 荒野 長兵衛天眼帳 山本 一力

ゲンちゃんはおサルじゃありません 阿部 夏丸 本懐 上田 秀人 あること、ないこと 吉田 篤弘
だんまりうさぎとおほしさま 安房 直子 『スサノオ』 飯野 和好 蕎麦、食べていけ! 江上 剛 ウォーターゲーム 吉田 修一
かがやけいのち!みらいちゃん 今西 乃子 福家警部補の考察 大倉 崇裕
ちゃめひめさまとあやしいたから たかどの ほうこ 爆身 大沢 在昌 『元禄お犬姫』 諸田 玲子
菜の子ちゃんとキツネ力士 富安 陽子 恋の川、春の町 風野 真知雄
ねがいごと 田丸 雅智 新選組の料理人 門井 慶喜
ドリーム・プロジェクト 濱野 京子 がいなもん 松浦武四郎一代 河治 和香
体育館の日曜日 村上 しいこ どろにんげん 長 新太 チンギス紀 1･2 北方 謙三
ふつうやない!はなげばあちゃん 山田 真奈未 こわめっこしましょ tupera tupera ロンリネス 桐野 夏生
いじめられたお姫さま 寮 美千子 くいしんぼうのおつきさま なかた みちよ 仕事は2番 こざわ たまこ
ふたごのカウボーイ フローレンス・スロボドキン こびと桃がたり なばた としたか 炎の来歴 小手鞠 るい
ウォーリアーズ 4-4 エリン・ハンター にゅうどうぐも 野坂 勇作 万引き家族 是枝 裕和
ファインディング・ゴビ ディオン・レナード まよなかかいぎ 浜田 桂子 わたしの本の空白は 近藤 史恵 役に立たない人生相談 2 佐藤 愛子
ケンタウロスのポロス ロベルト・ピウミーニ スマイル ペネロペのおみまい アン・グットマン 無暁の鈴 西條 奈加 おなかがすいたハラペコだ。 2 椎名 誠

ちがうもん ひろかわ さえこ 若旦那のひざまくら 坂井 希久子 あいまいさを引きうけて 清水 眞砂子
はりねずみのおいしゃさん ふくざわ ゆみこ ザ・ベストミステリーズ　2018 日本推理作家協会 須賀敦子エッセンス 1 須賀 敦子
小さなピスケのはじめての友だち 二木 真希子 ファーストラヴ 島本 理生 愛することば あなたへ 瀬戸内 寂聴
ちびちっち ステファニー・ブレイク ASK 新堂 冬樹 とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下 奈都
あのくもなあに? 富安 陽子 正しい女たち 千早 茜 旅先のオバケ 椎名 誠
英語でもよめるじぶんだけのいろ レオ=レオニ ディス・イズ・ザ・デイ 津村 記久子 やっぱり食べに行こう。 原田 マハ
りんごりんごりんごりんごりんごりんご 安西 水丸 北条早雲 5 富樫 倫太郎
あがりめさがりめ とよた かずひこ 連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山 七里 『やっぱり食べに行こう。』 原田 マハ
おかおみせて ほし ぶどう 名探偵誕生 似鳥 鶏
ぐるりんラグりん 新井 洋行 六月の雪 乃南 アサ

はじめての沖縄 岸 政彦 ちょうちょのためにドアをあけよう ルース・クラウス 青嵐の坂 葉室 麟
獣医師になるには 井上 こみち エンディングドレス 蛭田 亜紗子
法学部 山下 久猛 『まよなかかいぎ』 浜田 桂子 オールドレンズの神のもとで 堀江 敏幸
おばあちゃんが、ぼけた。 村瀬 孝生 瑕疵借り 松岡 圭祐
神さまがくれた漢字たち 山本 史也 ののはな通信 三浦 しをん

『仕事は2番』 こざわ たまこ 贋作 ドミニク・スミス
白墨人形 C.J.チューダー
奥のほそ道 リチャード・フラナガン
ラヴェルスタイン ソール・ベロー
憂鬱な10か月 イアン・マキューアン

離乳食のお悩み解決BOOK あらい ぴろよ ヴェネツィアの出版人 ハビエル・アスペイティア

『菜の子ちゃんとキツネ力士』　富安 陽子

『おばあちゃんが、ぼけた。』　村瀬 孝生

『なぜこうなった?あの絶景のひみつ』　増田 明代

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

30歳を前に総務課の中間管理職になった優紀。
課内の人間関係のもつれを解そうと奔走するが
…。走れ、中間管理職」をはじめ、仕事に疲れ気
味な心を癒やす全6篇を収録した連作短篇集。
『小説推理』連載に加筆し単行本化。 

5/24～6/21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。 

パリ、NY、ロンドン、スペイン、ロシア、京都、蓼
科…。いざ、アートと小説と美味探訪の旅へ! 
「楽園のカンヴァス」などの取材先で食べた「思
い出の一品」をつづる満腹エッセー集。『毎日
新聞』連載を単行本化。 

エ ッ セ イ 

外 国 の 文 学 

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 7月号 

春風とともにやってきたふしぎな転校生・菜
の子を迎えたのは、キツネに、天狗に、「あ
まんじゃこ」! 菜の子と地元の少女リカコは、
負け越しの大ピンチにおちいったキツネ力
士を救うため、大奮闘し…。 

ウユニ塩湖やストロックル間欠泉、グ
ランド・キャニオンといった世界の絶景
はどうやって生まれたのか。美しい風
景にかくされた自然のしくみを、写真
やイラストとと 
もにわかりやすく解説する。 

子 育 て 支 援 

お月様だけが知っている、夜な夜な開かれ
る熱い会議があります。静かな真夜中、ぐっ
すり眠っているゆうきくんのランドセルの中
から、学校で使う道具たちがぞろぞろ出てき
て、昼間のゆうきくんを報告しあい…。 

「ぼけた」お年寄り達に日々振り回されること
で見えてくる、人間の最大限の不思議とどうし
ようもない魅力。老人通所施設「宅老所よりあ
い」の所長による、笑わずにはいられない、泣
かずにはいられない仰天レポート。 

アマテラスのおさめる天上界で騒ぎを
起こし、地上界に追放されたスサノオ。 
八岐大蛇から、美しい娘・クシナダを救
うため、すさまじい闘いを繰り広げ…。
出雲の地を舞台にした壮大な神話絵
本。 

野犬も「お犬様」と呼ばれた時代。猛犬でもたち
どころに手なずけてしまう、ひとりの娘がいた―。
犬と人間が巻き起こす、怪事件、大騒動…。人
呼んで「お犬姫」が、江戸の町を駆け抜ける! 
『婦人公論』連載を単行本化。 



世界の哲学者の言葉から学ぼう 小川 仁志 浸して漬けて「作りおき」 今泉 久美
40代の自己啓発 網屋 信介 30分で3品!毎日のふたりごはん 若山 曜子
日本の神社100選 日本の神社研究会 ラクうま鶏ささみ料理 河村 玲子

三毛猫ホームズの復活祭 赤川 次郎 発掘された日本列島　2018 文化庁 アジアの麵 ワタナベ マキ 入門うつ病のことがよくわかる本 野村 総一郎
日雇い浪人生活録 5 上田 秀人 飢餓と戦争の戦国を行く 藤木 久志 冷凍フルーツのひんやりスイーツ あまこ ようこ 脳梗塞 脳出血 くも膜下出血 高木 誠
狼は復讐を誓う 第2部 大藪 春彦 沖縄からの本土爆撃 林 博史 汁かけごはん 田内 しょうこ 認知症の取扱説明書 平松 類
べらぼうめ! 3 金子 成人 SPQRローマ帝国史 1･2 メアリー・ビアード 一からのパンり 竹谷 光司 自分で強化する!腎機能 川村 哲也
出雲のあやかしホテルに就職しました 4 硝子町 玻璃 王たちの最期の日々 上・下 パトリス・ゲニフェイ 家族がハンセン病だった ハンセン病家族訴訟弁護団

お玉ケ池の仇 6 喜安 幸夫 皇后四代の歴史 森 暢平
浅草料理捕物帖 5 小杉 健治
最期 小杉 健治 虫といっしょに家庭菜園 小川 幸夫
鬼役 24 坂岡 真 カラー図鑑ハーブの秘密 ジル・デイヴィーズ ボケない食事と習慣 南雲 吉則
鉄道リドル 佐藤 青南 沸騰インド 貫洞 欣寛 育てる楽しむ癒しの「苔ボトル」 佐々木 浩之 認知症の脳もよみがえる頭の体操 川島 隆太
欲望刑事(デカ) 沢里 裕二 思想はいまなにを語るべきか 高橋 哲哉 sol×sol多肉植物・サボテン図鑑 松山 美紗
犯人に告ぐ 2 上・下 雫井 脩介 ロシアの愛国主義 西山 美久 花の楽しみ育て方飾り方 吉谷 桂子 『ボケない食事と習慣』 南雲 吉則
鉢植えの梅 篠 綾子 善と悪の経済学　続 トーマス・セドラチェク ねことはな 岩合 光昭
下鴨アンティーク 8 白川 紺子 社会学の問題解決力 金子 勇 特急マーク図鑑 松原 一己
無節の欅 千野 隆司 ダルク ダルク
修羅の契り 辻堂 魁 辛くならない子育てのコツ 坂東 眞理子
新火盗改鬼与力 鳥羽 亮 ロシアの歳時記 ロシア・フォークロアの会なろうど

眠り姫のロード 2 土橋 章宏 子どもの着物大全 似内 惠子 絵を読み解く絵本入門 藤本 朝巳
大江戸巨魂侍 鳴海 丈 日本人は先祖をどう祀ってきたか 武光 誠 1年中楽しめる花の折り紙 山口 真
ストーブ列車殺人事件 西村 京太郎 くり返し読みたい孫子 渡邉 義浩 能鑑賞二百六十一番 金子 直樹
小夜左文字 藤井 邦夫 これからはじめる山歩き 好日山荘おとな女子登山部 かいてみようかんじ　1～7 おううんかい
青嵐 藤原 緋沙子 『子どもの着物大全』 似内 惠子 ボクシング日和 角田 光代 むしむしさわってごらん デビッド A.カーター
ψ の悲劇 森 博嗣 くらしが華やぐ花コーディネート 向坂 留美子 ちびねずみとあかちゃんねずみ デビッド A.カーター
追撃の報酬 渡辺 裕之 大人の語彙力使い分け辞典 吉田 裕子 さわれるまなべるみぢかなどうぶつ グザヴィエ・ドヌー
冬の炎 グレン・エリック・ハミルトン 小論文 書き方と考え方 大堀 精一 さわれるまなべるやせいのどうぶつ グザヴィエ・ドヌー
日曜の午後はミステリ作家とお茶を ロバート・ロプレスティ 同時通訳者のカバンの中 関谷 英里子 あかあおきいろ グザビエ・ドゥヌ

かずをかぞえよう! グザビエ・ドゥヌ

『鉄道リドル』 佐藤 青南 あかずきんちゃん グザビエ・ドゥヌ
さんびきのこぶた グザビエ・ドゥヌ
めくりをあけてあそぼうよ! ステラ・バゴット

エックス線物語 馬場 祐治 どこどこ、どっち? マルティナ・ホーガン
星空がもっと好きになる 駒井 仁南子
最新進化論キーワード図鑑 池田 清彦 『あかあおきいろ』 グザビエ・ドゥヌ
ほぼ命がけサメ図鑑 沼口 麻子
子どもの頭がよくなる食事 とけいじ 千絵
ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口 進

石破茂の「頭の中」 鈴木 哲夫 リンパ浮腫 廣田 彰男 強い地元企業をつくる 近藤 清人
ｂｉｒｄｉｅ　ｍｏｓｓｅｉ　デジスコ野鳥写真集 坂口茂正 かんたんオイル健康法 白城 あやか 地上最強のセミナー講師バイブル 坂田 公太郎
今に生きる不昧 山陰中央新報社 社会保険事務最強ガイド 佐藤 広一
松平不昧 木塚 久仁子 「AIで仕事がなくなる」論のウソ 海老原 嗣生

1週間で面接に自信がつく本 渡部 幸

『今に生きる不昧』 山陰中央新報社 エネルギーと環境問題の疑問55 刑部 真弘 会社に殺されない働き方 難波 克行 バッハ：無伴奏チェロ組曲（全曲） シュタルケル
最新図解基礎からわかるコンクリート 水村 俊幸 マンガでわかる知的財産の新常識 佐藤 大和 プロコフィエフ：ピアノ協奏曲全集 セルゲイ・プロコフィエフ

世界の銘艦ヒストリア 2 白石 光 スマート農業のすすめ 渡邊 智之 決定版！フィギアスケート・ベスト2017-2018 ユニバーサルミュージック

手ぬぐい使いこなしブック 加藤 敦子 迷わず書けるメール術 神垣 あゆみ 松竹時代劇TV音楽セレクション ソニーミュージック
着心地のよい、暮らしの服 美濃羽 まゆみ アイデアの発見 杉山 恒太郎 松竹時代劇映画音楽セレクション ソニーミュージック
麻ひもバッグ 青木 恵理子 女性に「即決」される文章の作り方 谷本 理恵子 戦乱の世を生き抜いた名将たち アートデイズ

鬼平犯科帳　はさみ撃ち 池波正太郎

『会社に殺されない働き方』 難波 克行 鬼平犯科帳　のっそり医者 池波正太郎
小泉八雲作品集 小泉八雲

コンピュータとは何か? 中村 克彦 五代目三遊亭圓楽 特選落語シリーズ 三遊亭圓楽
世界図書館遺産 ギヨーム・ド・ロビエ 遠野物語 柳田国男
小学生のうちに読みたい物語 対馬 初音 トムソーヤの冒険 マーク・トウェイン
ニッポンの本屋 本の雑誌編集部 オズの魔法使い ライマン・フランク・ボーム

『手ぬぐい使いこなしブック』　加藤 敦子

『同時通訳者のカバンの中』　関谷 英里子

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 

文 庫 ・ 新 書 

技 術 ・ 家 庭 

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学 

医大生・瓜生昌午、若手カリスマ経営者・巽克
利、ヴァイオリニスト・星川広太郎。3人の共通
点はイケメン、そして筋金入りの「鉄道オタク」。
鉄道旅を楽しむはずが、事件に巻き込まれ…。
『きらら』連載を改題、改稿し文庫化。 

郷 土 

丈夫で吸水性、速乾性にすぐれた日本の万能
クロス「手ぬぐい」。人形町の手ぬぐい専門店
「ちどり屋」店長が、掃除や炊事、インテリアと
いった暮らしの様々なシーンでの活用術を伝授
する。贈り物にぴったりの手ぬぐい等も紹介。 

独自の茶風を極める一方で、財政改革にも取
り組み、藩政を立て直した松江藩7代藩主松
平治郷(号・不昧)。茶道史、松江藩史を縦軸
に、不昧にまつわる現代の人々の活動を横軸
に紹介する。『山陰中央新報』連載を書籍化。 

自分をいたわるマインドセットを身につけよ
う! 企業に常勤する産業医として働いている
著者が、仕事のストレスを減らし、もっといき
いきと仕事をするためのヒントを紹介。 

雛祭り、端午の節句、七五三と、子どもの成
長を願う行事が日本には古くからあります。
子どもの着物の知識、歴史や由来を、四季
の行事とともに、さまざまな着物を紹介しな
がら解説します。 

あか、ピンク、オレンジ色、むらさき、茶色、
みどり、しろ、くろ、あお、きいろ…。赤ちゃん
が最初に出会う基本的な色が登場。ペー
ジがデコボコになっているので、赤ちゃん
がさわって感じながら絵本を楽しめます。 

カリスマ同時通訳者は、何をどのように使って
英語力を身につけ、維持しているのか? 辞書、
単語帳、スマホ、動画、ポッドキャストなど、英
語学習に役立つツールとその使い方を紹介す
る。「同時通訳者の頭の中」の姉妹版。 

健 康 長 寿 

認知症は予防で回避できる。Dr.ナグモが自ら
実践する若々しい脳のつくり方を伝授。認知症
を予防する食事のポイントや、ボケない生活習
慣、ボケない1週間レシピなどを紹介する。 

ハ ー ト フ ル 

新 着 Ｃ Ｄ 


