
実験・観察大図鑑 ロバート・ウィンストン へんしんたんてい あきやま ただし
異常気象 武田 康男 旅の絵本　9 安野 光雅
みんなのちきゅうカタログ 福岡 梓 この計画はひみつです ジョナ・ウィンター
じぶんでよめるでんしゃずかん 成美堂出版編集部 どろんばあ 小野寺 悦子
ブナの森を探検しよう! 瀬川 強 あのねあのね えがしら みちこ
おりがみでごっこあそび いしかわ まりこ だんしゃく王とメークイン女王 苅田 澄子
ジュニア楽典 山下 薫子 恐竜トリケラトプスとスピノぼうや 黒川 みつひろ

出発 小泉 るみ子
ひみつのてがみじゃ! 高木 あきこ
アザハタ王と海底城 高久 至 ISOROKU 柴田 哲孝
はなびのひ たしろ ちさと 鏡のなかのアジア 谷崎 由依
ぼく、おたまじゃくし? 田島 征三 ミダスの河 柄刀 一
ぼくのなまえはへいたろう 灰島 かり ブルーハワイ 青山 七恵 真夜中の子供 辻 仁成
まわるよる tupera tupera 大友の聖将(ヘラクレス) 赤神 諒 嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村 深月

ハーブ魔女とふしぎなかぎ あんびる やすこ ぼくとたいようのふね nakaban 天子蒙塵　第3巻 浅田 次郎 漱石センセと私 出久根 達郎
シンデレラのねずみ 斉藤 洋 おばけのえんそく 西平 あかね 火花散る あさの あつこ 神に守られた島 中脇 初枝
ようかいとりものちょう　8 大崎 悌造 いいからいいから　5 長谷川 義史 地に滾る あさの あつこ 道具箱はささやく 長岡 弘樹
怪談オウマガドキ学園　28 常光 徹 ナナコのキッチンガーデン はせがわ かこ 火のないところに煙は 芦沢 央 師弟の祈り 仁木 英之
わたしのチョコレートフレンズ 嘉成 晴香 でんでらの 柳田 国男 罪びとの手 天祢 涼 宵物語 西尾 維新
かぼちゃ人類学入門 川原田 徹 またまた ねえ、どれがいい? ジョン・バーニンガム 本性 伊岡 瞬 風に恋う 額賀 澪
ドエクル探検隊 草山 万兎 バッタロボットのぼうけん まつおか たつひで 巨悪 伊兼 源太郎 雨降る森の犬 馳 星周
うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠 るい ほんのにわ みやざき ひろかず スタンドアップ! 五十嵐 貴久 水槽の中 畑野 智美
シロガラス　5 佐藤 多佳子 空想化石はくぶつかん 森 洋子 ゲーム・メーカー 池上 司 堕天使たちの夜会 福田 和代
ヤイレスーホ 菅野 雪虫 飛ぶワニ やなせ たかし 星空の16進数 逸木 裕 彼女の恐喝 藤田 宜永
妖怪いじわるスマートフォン 土屋 富士夫 ミジンコでございます。 佐藤 まどか ライトマイファイア 伊東 潤 絶対解答可能な理不尽すぎる謎 未須本 有生
こだぬきコロッケ ななもり さちこ おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ シンスケ 骨を弔う 宇佐美 まこと 碆霊(はえだま)の如き祀るもの 三津田 信三
本屋さんのルビねこ 野中 柊 ザトウクジラ ヨハンナ・ジョンストン 琴乃木山荘の不思議事件簿 大倉 崇裕 燃える波 村山 由佳
レッツとネコさん ひこ・田中 あのこヘンナコ ワダ アスカ ポストカプセル 折原 一 火刑列島 森 晶麿
レッツのふみだい ひこ・田中 赤い風 梶 よう子 さしすせその女たち 椰月 美智子
雨ふる本屋と雨もりの森 日向 理恵子 『ほんのにわ』 みやざき ひろかず 本好きの下剋上　第4部　3 香月 美夜 おやすみ、東京 吉田 篤弘
しゅくだいクロール 福田 岩緒 消えていく日に 加藤 千恵
疾風の女子マネ! まはら 三桃 完全犯罪の死角 香納 諒一 『ミダスの河』 柄刀 一
こだわっていこう 村上 しいこ 天地に燦たり 川越 宗一
ひきがえるにげんまん 最上 一平 火影に咲く 木内 昇
ペンギン・ハイウェイ 森見 登美彦 「はじめまして」を3000回 喜多 喜久
結び蝶物語 横山 充男 絵金、闇を塗る 木下 昌輝
ポケットのなかのジェーン ルーマー・ゴッデン 鵜頭川村事件 櫛木 理宇
ミオととなりのマーメイド　3 ミランダ・ジョーンズ 泥濘 黒川 博行
365日のWONDER R.J.パラシオ ナチスに挑戦した少年たち フィリップ・フーズ 島のエアライン　上・下 黒木 亮
あたしが乗った列車は進む ポール・モーシャー The MANZAI　上・下 あさの あつこ 罪なき子 小杉 健治
よくばり学園 ファブリツィオ・シレイ 地図を広げて 岩瀬 成子 パラレルワールド 小林 泰三 かんがえる子ども 安野 光雅

リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつ あやこ 劉裕 小前 亮 綾蝶(あやはびら)の記 石牟礼 道子

『こだわっていこう』 村上 しいこ 月の光 松浦 寿輝 無限の玄/風下の朱 古谷田 奈月 女も好きなことをして死ねばいい 曽野 綾子
スマイル・ムーンの夜に 宮下 恵茉 家の中で迷子 坂口 恭平 ベスト・エッセイ　2018 日本文藝家協会
つる花の結び　上・下 紫式部 絶望キャラメル 島田 雅彦 話しベタですが… 浅田 次郎[ほか]
跳びはねる思考 東田 直樹 ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋 源一郎 しない。 群 ようこ
名探偵ホームズ踊る人形 アーサー・コナン・ドイル 官邸襲撃 高嶋 哲夫 作家がガンになって試みたこと 高橋 三千綱

『地図を広げて』 岩瀬 成子 『パラレルワールド』 小林 泰三 『かんがえる子ども』 安野 光雅

ママと赤ちゃんのぐっすり本 愛波 文
いろはにちへど ナナイロペリカン
おんぶで整うこころとからだ 松園 亜矢

『実験・観察大図鑑』　　　　ロバート・ウィンストン

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

お父さんとお母さんと3人で仲良く暮らすヒロ
君。でも、お母さんにはお父さんが見えなく
て…。不可思議な世界と、家族・少年の成長
の物語。『Webランティエ』連載等を加筆修
正し単行本化。 

6/22～7/25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。 

考えることは生きること-。数々の、驚きにみ
ちた絵本の作り手として、子どもと向き合い、
自分で考えるおもしろさを伝えてきた画家が、
「子ども」「学ぶこと」「考えること」について語
る。 

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 8月号 

物知りで、時々「こだわりスイッチ」が入る、
そうまくん。ある事件のせいで、お母さんに
「そうまくんと、もう遊んじゃだめ」と言われて
しまい…。そうまくんは、ぼくの友だちなの
に! 子ども達の優しく繊細な心と成長を描く。 

「思考力」「集中力」「ひらめき力」を育てる! 
自然や科学のしくみをより深く理解できるよ
うになる実験・観察を紹介。手順はすべて写
真付きでわかりやすく説明する。コピーして
使うテンプレートあり。 

子 育 て 支 援 弟の圭に4年ぶりに会ったのは、2か月前の
お母さんのお葬式だった-。中学生の鈴とお
父さんが住むマンションに、一緒に暮らすこ
とになった圭がやってきて…。互いを思いな
がら、手探りでつくる新しい家族の日々を描
く。 

庭をつくるのが仕事の、庭師がひとり。同じく
庭師だった父の写真には、不思議な庭が
写っていました。庭師の心から離れなくなっ
たその庭は、いったいどこにあるのでしょう
か? 

信玄の埋蔵金伝説が残る山梨で、殺人と誘
拐が同時発生。それぞれの事件を追う国民
的名探偵・浅見光彦と、IQ190の天才探偵・
天地龍之介が邂逅した時、武田家を支えた、
戦国時代から続く名家の謎が浮上し…。 



大人女子の食事術 松村 和夏 あたらしい草花あそび 相澤 悦子
役立つ栄養学 主婦の友社 卓球メンタル強化メソッド 平野 早矢香

ぼくは泣かない 岩崎 夏海
これは経費で落ちません!　4 青木 祐子 ゼロからわかるPython超入門 佐藤 美登利 日本代表を、生きる。 増島 みどり
菜の花食堂のささやかな事件簿　3 碧野 圭 漢文研究法 狩野 直喜 エコラリアス ダニエル・ヘラー=ローゼン

吸血鬼はお見合日和 赤川 次郎 お話とともに育つ喜び 下澤 いづみ 図説近代日本土木史 土木学会土木史研究委員会 井山裕太七冠再び 井山 裕太
騒動 上田 秀人 人生後半の幸福論 齋藤 孝 日本の城 香川 元太郎 瞬間を生きる 羽生 善治
兄さんの味 倉阪 鬼一郎 フランスの神話と伝承 篠田 知和基 ロケットガールの誕生 ナタリア・ホルト 脱!あがり症 渡邉 由規
隠密同心 闇の密約　1 小杉 健治 踏絵を踏んだキリシタン 安高 啓明 スピーカー技術の100年 佐伯 多門 日めくり3分英会話 長田 陽子
異郷のぞみし 佐伯 泰英 江戸無血開城 岩下 哲典 音声に未来はあるか? 河野 道成 例文で覚えるフランス語文法 町田 健
敦盛おくり 佐伯 泰英 地球MAPS 竹花 秀春 トヨタ式家事シェア 香村 薫 ロシア語のかたち 黒田 龍之助
若旦那隠密　3 佐々木 裕一 新にっぽん奥地紀行 芦原 伸 玲子さんののんびり老い支度 西村 玲子
比叡山の鬼 佐々木 裕一 乙女の文学さんぽ　鎌倉・湘南編 東京書籍書籍編集部 カットクロスでつくる布こもの 文化出版局 『日本代表を、生きる。』 増島 みどり
群青色の波 鈴木 英治 山小屋の灯 小林 百合子 7Daysスクワット 比嘉 一雄
古事記異聞 高田 崇史 青春18きっぷの教科書 「旅と鉄道」編集部 ひとりごはんの愉しみと工夫 有元 葉子
リアルフェイス 知念 実希人 山登り12カ月 四角 友里 奥薗流からだ想いのひとりごはん 奥薗 壽子
大店の暖簾 千野 隆司 のっけレシピベスト190 藤井 恵
風の如く　久坂玄瑞篇 富樫 倫太郎 『新にっぽん奥地紀行』 芦原 伸 定年ごはん 山田 玲子
脱藩 鳥羽 亮 豆腐100レシピ 堤 人美
死神医師 七尾 与史 着まわしサラダ 原田 沙奈子
ベスト本格ミステリ　2018 本格ミステリ作家クラブ 若山曜子のワンボウルサラダ 若山 曜子
dele　2 本多 孝好 抹茶BOOK 主婦の友社 公認心理師国試必須センテンス 福島 哲夫
欧州開戦　3・4 マーク・グリーニー 片づけベタでもできるやさしい収納 まどなお 女性の「定年後」 香山 リカ
七人のイヴ　1 ニール・スティーヴンスン ハローワーク採用の絶対法則 五十川 将史
マスター・スナイパー スティーヴン・ハンター 『日本の城』 香川 元太郎 仕事の悩み問題解決 生方 正也
あなたを愛してから デニス・ルヘイン 職場のムダ取り教科書 川島 高之

帝国日本の外交と民主主義 酒井 一臣 一番伝わる説明の順番 田中 耕比古
紛争地の看護師 白川 優子 絶対倒産させない経営の極意 畠山 智明
うちの子、安全だいじょうぶ? 宮田 美恵子 中小企業の防災マニュアル 本田 茂樹
「超」独学法 野口 悠紀雄 「ミッション」は武器になる 田中 道昭
早わかりひもとロープの結び方 小暮 幹雄 治療院「ウェブ集客」の成功法則 杉原 智之
現代日本の葬送と墓制 鈴木 岩弓 仕事で使える英文法 佐藤 洋一
ネットではわからないお墓問題の片づけ方 主婦の友社
年中行事入門 一条 真也 本当はダメなアメリカ農業 菅 正治 『仕事の悩み問題解決』 生方 正也
夏祭りの戯れ 大西 昭彦 病気・害虫の出方と農薬選び 米山 伸吾
海軍カレー伝説 高森 直史 農薬に頼らない病虫害対策 木嶋 利男

冬将軍が来た夏 甘 耀明 ああ、犬よ! キノブックス編集部
ハオスフラウ ジル・アレグザンダー・エスバウム 食べる薬草・山野草早わかり 主婦の友社
このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる J.D.サリンジャー 金魚の飼い方・育て方 佐藤 昭広
戦時の音楽 レベッカ・マカーイ 楽しい金魚の飼い方 長尾 桂介
十三の物語 スティーヴン・ミルハウザー 炎上とクチコミの経済学 山口 真一
赤毛のアン ルーシイ=モード=モンゴメリ 遊べる列車100選 谷崎 竜
蜜蜂 マヤ・ルンデ 肝臓病 泉 並木

『ああ、犬よ!』 キノブックス編集部 分離症・すべり症は自分で治せる! 酒井 慎太郎
ガンとわかったら読む本 佐藤 典宏

お茶の殿様松平不昧公 石井 悠 地震学をつくった男・大森房吉 上山 明博
シジミ学入門 中村 幹雄 世界を変えた100の化石 ポール・D.テイラー
鳥取が好きだ。 安西 水丸 野草と暮らす365日 山下 智道 転んでも折れない!強い骨をつくる本 林 泰史
律儀者と不昧さん 山口　信夫 世界史を大きく動かした植物 稲垣 栄洋 大人の脳活おもしろ!ことばパズル 川島 隆太

テントウムシハンドブック 阪本 優介

『お茶の殿様松平不昧公』 石井 悠 蜂と蟻に刺されてみた ジャスティン・O.シュミット

鳥の卵 ティム・バークヘッド 世界遺産100断面図鑑 中川 武
鹿と日本人 田中 淳夫 日本の世界遺産オールガイド カルチャーランド
腸と脳 エムラン・メイヤー ジャコメッティ彫刻と絵画 デイヴィッド・シルヴェスター

おいしい脳活レシピ100 わかさ出版集 絵封筒の描き方 吉水 咲子
最新ボディメンテエクササイズ 齊藤 邦秀 滝 森田 敏隆

『これは経費で落ちません! 4』　青木 祐子

『早わかりひもとロープの結び方』　小暮 幹雄

『大人の脳活おもしろ!ことばパズル』　川島 隆太

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 

率直な発言と攻撃的な姿勢の新入社員に
悩まされる沙名子。私生活では太陽とつき
あいはじめたものの、初めての恋愛にペー
スを乱され戸惑い気味。さらに、よく知る社
員同士の不倫現場を目撃してしまい…? 

郷 土 

明治11年(1878)に日本を訪れ、2カ月かけて
江戸から蝦夷地まで旅したイギリスの女流
紀行作家イザベラ・バード。彼女が泊まった
宿や温泉を訪ね、当時の旅を改めて検証、
考察する。『旅と鉄道』連載を加筆し書籍化。 

松江を愛し、お茶を愛した松平不昧公。生
涯にわたっての暮らしぶりや、七代藩主松
平治郷として、財政破たんに陥っていた藩
政を立て直すなどした功績、社会の状況等
を紹介する。略年表、用語解説も収録。 

城郭イラストの第一人者が、在りし日の城の
姿をよみがえらせる! 『歴史群像』などに掲
載された精密な鳥瞰・復元イラストを折込
ページに大きく掲載し、監修者らによる解説
を併録する。 

作家と愛犬をめぐるエッセイや詩、マンガを
集めたアンソロジー。杏「弟ハリーのこと」、
アーサー・ビナード「飼い犬の悲しみ」、藤子
不二雄A「深夜の冒険」、向田邦子「犬の銀
行」など28話を収録する。 

職場のモチベーションが低い、集中力が続
かない、顧客の要望を探り出せない、同じミ
スを繰り返してしまう…。ビジネスパーソンが
抱えている、リアルな悩みや課題を解決す
る糸口を紹介する。 

日本がW杯初出場を果たした1998年フラン
ス大会から20年。「日本代表」の物語は終
わっていなかった-。岡田武史、中山雅史、
川口能活など、当時の選手やスタッフが歩
んだ様々な人生を丹念に辿る。 

健 康 長 寿 

脳トレ初心者から楽しく取り組める、言葉、
熟語、漢字やカタカナを使ったおもしろパズ
ル。しりとり迷路、漢字パーツパズル、シー
クワーズ、漢字絵間違い探しなど、120日分
掲載。 

テントやタープを張る、荷物を引き上げる、
高いところから避難する…。さまざまな場面
で役立つ結び方をイラストと文章で説明。そ
れぞれの結びの「強度・結びやすさ・ほどき
やすさ」も3段階で示す。 


