
AIのサバイバル　1 ゴムドリco. すいかのプール アンニョン・タル
本が好きになる さやま しょうこ ふねのとしょかん いしい つとむ
タカハマ先生のなやみの不思議 高濱 正伸 どっせい!ねこまたずもう 石黒 亜矢子
おもしろ謎解き『縄文』のヒミツ こんだ あきこ ぼくにまかせて! デイヴィッド・ウィーズナー

こども論語と算盤 守屋 淳 ぼくの島にようこそ! 市川 里美
妖怪ビジュアル大図鑑 水木 しげる ハンカチさがし 森山 京
ジュニア空想科学読本　14 柳田 理科雄 未来のミライ 細田 守
目でみる水面下の図鑑 こどもくらぶ みずまき 木葉井 悦子
わけあって絶滅しました。 丸山 貴史 絵本・名人伝 中島 敦
工作でわかるモノのしくみ ニック・アーノルド 行ったり来たり大通り 五味 太郎 襲来　上・下 帚木 蓬生
くうこうのくるま たかの てつさぶろう ノホホンむらのねこたち さとう あや 蝶のゆくへ 葉室 麟
マンガではじめる!子ども将棋 羽生 善治 エマおばあちゃん、山をいく ジェニファー・サームズ 彼女は頭が悪いから 姫野 カオルコ
イラストでわかる英和じてん デイビッド・セイン 巣箱のなかで 鈴木 まもる 悪玉伝 朝井 まかて インジョーカー 深町 秋生
英語もののなまえ絵じてん 三省堂編修所 ミミとピギーのベネチアりょこう たしろ ちさと 下町ロケット　3 池井戸 潤 この世界で君に逢いたい 藤岡 陽子

わたしの森に アーサー・ビナード 日傘を差す女 伊集院 静 ショコラティエ 藤野 恵美
からっぽマヨネーズ ねじめ 正一 ぞぞのむこ 井上 宮 ハレルヤ 保坂 和志
オニババ対ヒゲ tupera tupera 破蕾 冲方 丁 友を待つ 本城 雅人
サメだいすきすいぞくかん ともなが たろ 文字渦 円城 塔 しき 町屋 良平
月とアポロとマーガレット ディーン・ロビンズ 赤い靴 大山 淳子 ギケイキ　2 町田 康
ムラサキダコ 中村 宏治 ある日失わずにすむもの 乙川 優三郎 シンドローム　上・下 真山 仁
ぼんやきゅう 指田 和 四十歳、未婚出産 垣谷 美雨 ツキマトウ 真梨 幸子

怪盗レッド　15 秋木 真 ふるふるフルーツ ひがし なおこ 秘録島原の乱 加藤 廣 蹴爪(ボラン) 水原 涼
わたしが少女型ロボットだったころ 石川 宏千花 もうどう犬べぇべ セアまり ドッグレース 木内 一裕 スケルトン・キー 道尾 秀介
ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい おやすみなさいトマトちゃん エリーザ・マッツォーリ 銀幕のメッセージ 鯨 統一郎 星をつなぐ手 村山 早紀
こうえんのおばけずかん 斉藤 洋 としょかんやさん 魚瀬 ゆう子 マトリョーシカ・ブラッド 呉 勝浩 大ぼら吹きの城 矢野 隆
ぼくらの大脱走 宗田 理 こちらムシムシ新聞社 三輪 一雄 生き残り 古処 誠二 小説曲直瀬道三 山崎 光夫
君だけのシネマ 高田 由紀子 やまのおんがく 室井 さと子 任俠浴場 今野 敏 ストロング・スタイル 行成 薫
ボンぼうや 橘 春香 みえるとかみえないとか ヨシタケ シンスケ ふたりぐらし 桜木 紫乃 十三階の神(メシア) 吉川 英梨
魔女のレッスンはじめます 長井 るり子 引火点 笹本 稜平
百物語　1・2 日本児童文学者協会 奇妙な小話 佐藤 春夫 『星をつなぐ手』 村山 早紀
秘密基地のつくりかた教えます 那須 正幹 歪んだ波紋 塩田 武士
もしも、この町で　1 服部 千春 秒速11.2キロの熱情 直原 冬明
十年屋 廣嶋 玲子 鏡の背面 篠田 節子
龍にたずねよ みなと 菫 公園へ行かないか?火曜日に 柴崎 友香
ユーチュー部!! 山田 明 一億円のさようなら 白石 一文
南西の風やや強く 吉野 万理子 夏空白花 須賀 しのぶ
フォックスクラフト　3 インバリ・イセーレス 正義の申し子 染井 為人
子ガモのボタン ヘレン・ピータース 送り火 高橋 弘希
ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー 臨床検査技師になるには 岩間 靖典 オブジェクタム 高山 羽根子 七〇歳年下の君たちへ 五木 寛之
ふたご探偵　1 ペニー・ワーナー バイオ技術者・研究者になるには 堀川 晃菜 東遊記 武内 涼 須賀敦子エッセンス　2 須賀 敦子
暗号クラブ　13 ペニー・ワーナー 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社 新・水滸後伝　上巻・下巻 田中 芳樹 日本の美徳 瀬戸内 寂聴
タイコたたきの夢 ライナー・チムニク ナトセンおすすめYA映画館 名取 弘文 私が誰かわかりますか 谷川 直子 人生の値打ち 曽野 綾子
チャルーネ ホーコン・ウーヴレオース 蜜柑 芥川 龍之介 大人は泣かないと思っていた 寺地 はるな 三谷幸喜のありふれた生活　15 三谷 幸喜

The MANZAI あさの あつこ 焦土の刑事 堂場 瞬一 咳をしても一人と一匹 群 ようこ

『ボンぼうや』 橘 春香 5分後に切ないラスト エブリスタ 能面検事 中山 七里 切なくそして幸せな、タピオカの夢 吉本 ばなな
5分後に恋の結末 橘 つばさ 大奥づとめ 永井 紗耶子 中山七転八倒 中山 七里
セパ! 虹山 つるみ むすびつき 畠中 恵 森籠もりの日々 森 博嗣

『蜜柑』 芥川 龍之介 『下町ロケット　3』 池井戸 潤 『七〇歳年下の君たちへ』 五木 寛之

1週間ラクラク!おいしい!フリージング離乳食　 牧野 直子

『わけあって絶滅しました。』　丸山 貴史

『サメだいすきすいぞくかん』　ともなが たろ

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

ロケットエンジン用バルブシステムの納入先・
帝国重工の業績悪化、主要取引先からの非
情な通告、そして番頭・殿村に訪れた危機…。
予期せぬトラブルにより窮地に陥った佃製作
所で、社長・佃が下した意外な決断とは―。 

7/26～8/23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。 

才能の質量は人によって違いますか? 何を「生
きる目的」にしていますか? エリート予備軍・灘
高生達に、生きていく上でのピンチをいかに克
服するか、丁寧に示した豊潤な授業の記録。
母校早稲田大学での学生との対話も収録。 

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 9月号 

ポプラの木の家に住む小人のボンぼうやが
家出をした。赤い実ころがし、アルパカの丘、
だれもいないビルのまち。ボンぼうやは、旅で
の出来事を手紙にし、帰りを待ちわびるチミ
ばあさんへ送り…。世にもふしぎな冒険物語。 

不器用だったり、不運だったり-。ドードー、シ
ソチョウ、ティラノサウルスなど、いろいろな
生き物が絶滅した理由を、大きさ・生息地等
の基本データやイラストとともに紹介。切り
取り式の「絶滅全史」付き。 

子 育 て 支 援 
不朽の名作が、いま新たによみがえる―。
芥川龍之介の小説「蜜柑」と、げみの描き
下ろしイラストの珠玉のコラボレーション。
小説としても画集としても楽しめる一冊。 

サメってこわい? サメはキケン? サメはかわ
いい! 72種のサメが登場するサメ絵本。サメ
のフカ～い世界を、かわいいイラストで紹介
します。ワイドページ、見返しにイラストあり。 

桜風堂書店を託され、昔の仲間たちとともに「四
月の魚」をヒット作に導いた一整。しかし地方の
小さな書店では人気作の配本がなく、出版の営
業も相手にしてくれない。そんな折、昔在籍して
いた書店のオーナーから呼び出され…。 



早期退職 荒木 源 大山のあそびかた 松岡　嘉之 積乱雲 小林 文明 家族がよろこぶダンボール工作 pika
カレーなる逆襲! 乾 ルカ 大山の草花 矢田貝 繁明 川原の石図鑑 柴山 元彦 おりがみで作る入れ子の箱 布施 知子
検断 上田 秀人 小林先生に学ぶ動物行動学 小林 朋道 図鑑日本の鳴く虫 奥山 風太郎 ゲゲゲの鬼太郎大解剖 水木プロ
秘めおくべし 浮穴 みみ 死ねば宇宙の塵芥 曽野 綾子 女性アスリートの教科書 須永 美歌子
京都下鴨なぞとき写真帖 柏井 壽 『大山の草花』 矢田貝 繁明 慢性痛は治ります! 北原 雅樹 スポーツ観戦手帳 東京書籍書籍編集部
ためらい始末 喜安 幸夫 敏感すぎる自分の処方箋 保坂 隆 阪神園芸甲子園の神整備 金沢 健児
俠客　4 門田 泰明 子どもの便秘は今すぐなおせ 松生 恒夫 なぜ?で始める将棋の基本 佐藤 友康
ゆめかない膳 倉阪 鬼一郎 皮膚の病気 清 佳浩 eスポーツ論 筧 誠一郎
夢の浮橋 小杉 健治 難聴・耳鳴り・めまいの治し方 小川 郁 決定版!あがり症克服の教科書 鴨頭 嘉人
椿落つ 佐伯 泰英 子どもの免疫力を高める方法 藤田 紘一郎 くらべてわかるオノマトペ 小野 正弘
激突 坂岡 真 レポート・論文の書き方入門 河野 哲也
親子たい焼き 篠 綾子
長谷川平蔵人足寄場 平之助事件帖　3 千野 隆司 『ゲゲゲの鬼太郎大解剖』 水木プロ
脅迫者 堂場 瞬一 the four GAFA スコット・ギャロウェイ 建物が語る日本の歴史 海野 聡
鶴亀横丁の風来坊 鳥羽 亮 蒐める人 南陀楼綾繁 石垣の名城完全ガイド 千田 嘉博
鬼の隠れ簔 鳥羽 亮 思弁的実在論と現代について 千葉 雅也 ル・コルビュジエがめざしたもの 五十嵐 太郎
ふたたびの虹 中島 久枝 “持てる力”を出せる人の心の習慣 植西 聰 Q&A雨仕舞のはなし 石川 廣三
十津川警部海の見える駅 西村 京太郎 65歳何もしない勇気 樋口 裕一 見た目にこだわるJimdo入門 狩野 さやか
双面の旗本 早見 俊 これからの未来を生きる君たちへ 茂木 健一郎 ハンダづけをはじめよう Marc de Vinck
情けのゆくえ 早見 俊 戦国時代の表と裏 渡邊 大門 つゆつきの365日のつまみ細工 土田 由紀子
はやぶさ新八御用帳　8 平岩 弓枝 細川忠利 稲葉 継陽 家庭用ミシンで作る帆布のバッグ 赤峰 清香
活版印刷三日月堂　4 ほしお さなえ 刀の明治維新 尾脇 秀和 キャンドル教本 マエダ サチコ 会社人生、五十路の壁 江上 剛
浜町様捕物帳　3 牧 秀彦 幕末維新伝 木村 幸比古 やっぱり食いしん坊な歳時記 辰巳 琢郎 仕事2.0 佐藤 留美
水族館ガール　5 木宮 条太郎 幕末維新のリアル 上田 純子 ワンボウルクッキング ヤミー 小さくても輝く街の業者たち 石川 文洋
京都寺町三条のホームズ　10 望月 麻衣 本土空襲全記録 NHKスペシャル取材班 97歳梅干し名人 人生のいい塩梅 藤巻 あつこ 女性起業はじめの一歩と続け方 ブレインワークス
森のシェフぶたぶた 矢崎 存美 100年人生の生き方死に方 久恒 啓一 秒速!山ごはん 萩原 浩司 なぜ倒産 帝国データバンク
デラシネの真実 六道 慧 覚えておきたい戦国武将100 本間 康司 子どもが喜ぶ自然派おやつ 脇 雅世 誰でもすぐ使える雑談術 吉田 幸弘
錆びた滑車 若竹 七海 池上彰の「天皇とは何ですか?」 池上 彰 ラクして続く、家事テク 牛尾 理恵 「働き方改革法」の実務 川嶋 英明
モーセの災い　上・下 ジェームズ・ロリンズ 日本人の名前の歴史 奥富 敬之 よくわかる働き方改革 日野 勝吾
七人のイヴ　2 ニール・スティーヴンスン 離島ひとり旅 大畠 順子 『Q&A雨仕舞のはなし』 石川 廣三 感情の問題地図 関屋 裕希

全国2954峠を歩く 中川 健一 ローカルベンチャー 牧 大介
『京都下鴨なぞとき写真帖』 柏井 壽 ワンランク上の「接客交渉術」 宮田 寿志

『戦国時代の表と裏』 渡邊 大門

稼ぐ!地方創生 山本 幸三
ハーブバイブル ステファン・ブチャツキ

ザ・ランド・オブ・ストーリー　1 クリス・コルファー 大豆の科学 五日市 哲雄
リンカーンとさまよえる霊魂たち ジョージ・ソーンダーズ 詳説天皇の退位 飯田 泰士 奇跡のバナナ 田中 節三
黒の扉は秘密の印 ケルスティン・ギア 女性の視点で見直す人材育成 中原 淳 子どもと木であそぶ 岩谷 美苗
セーヌ川の書店主 ニーナ・ゲオルゲ 捨てる。 やました ひでこ きんぎょ飼育図鑑 杉野 裕志
極夜の警官 ラグナル・ヨナソン 保険はこの5つから選びなさい 長尾 義弘 たのしい路線図 井上 マサキ
真夜中の太陽 ジョー・ネスボ くらべる日本 おかべ たかし エル特急大図鑑 「旅と鉄道」編集部
ガルヴェイアスの犬 ジョゼ・ルイス・ペイショット 失われゆく日本 エバレット・ケネディ・ブラウン 世界一高価な切手の物語 ジェームズ・バロン

チェンジの扉 ACE

『セーヌ川の書店主』 ニーナ・ゲオルゲ ひとりサイズで、気ままに暮らす 阿部 絢子
<女子力>革命 萱野 稔人
ここがポイント!学校救急処置 草川 功
バリ島服飾文化図鑑 武居 郁子
つらい真実 小沢 郁郎
<証言録>海軍反省会　11 戸高 一成 大腿骨を折らない体づくり 久野 譜也

詳しくわかる脳梗塞の治療と安心生活　　高木 誠

『世界一高価な切手の物語』 ジェームズ・バロン

『小さくても輝く街の業者たち』　石川 文洋

『詳しくわかる脳梗塞の治療と安心生活』　高木 誠

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 

京都の老舗料亭八代目当主・朱堂旬。冴えな
い風貌の彼は、人気写真家というもうひとつ
の顔を持っていて…。京都の名所とグルメ情
報が満載の新スタイル小説。『PHP増刊号』連
載を加筆し書籍化。データ:2018年6月現在。 

郷 土 

中国地方の最高峰「大山」地域に生育する
希少植物120種を季節別に収録。種の紹介
のみならず、調査や撮影のエピソード、類似
の種との判別点などをカラー写真とともに解
説する。『山陰中央新報』連載を単行本化。 

パリのセーヌ河畔の船上で、悩める人々に本
を“処方”する書店主ペルデュ。彼はある古い
手紙をきっかけに、自らの心の傷を治す船出
を決意する。目指すはプロヴァンス、かつて愛
したあのひとの故郷…。喪失と再生の物語。 

世界に1枚しかないとされる切手は、どのよ
うにして950万ドル(約10億円)の価値を有す
るに至ったのか-。約160年前、英領ギアナ
で印刷された切手「1セント・マゼンタ」をめぐ
るコレクターの数奇な運命と情熱を描く。 

脳梗塞を引き起こす原因とは。どんな症状
を伴うのか。脳梗塞の基本から脳梗塞で倒
れたときの治療法、リハビリテーション、再
発を防ぐ毎日の過ごし方まで、豊富な図とと
もにわかりやすく解説する。 

アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」第1話放送から50
年。1期から6期までを振り返る、鬼太郎ファ
ミリー&妖怪大図鑑をはじめ、水木しげるの
原画ギャラリー、野沢雅子・中川翔子・清山
滋崇のインタビューなどを収録。 

健 康 長 寿 

確かな腕、豊かな発想、地域を支える力…。
報道カメラマン・石川文洋が47都道府県・56
業者を訪問し、職人や生産者のこだわりと努
力を写真とともに紹介する。『全国商工新聞』
連載「中小業者写真館」を元に単行本化。 

戦国時代の表に出ないテーマを中心に解説。
合戦の準備や戦いの決着のつけ方、合戦にお
ける軍配師や商人の役割など、合戦と支配に
ついて解説するほか、娯楽、宗教、食事、茶道、
名前の付け方や温泉の話題なども取り上げる。 

雨仕舞と防水の違いは? 茅葺き屋根はなぜ
雨が漏らない? 雨風の条件から建築デザイ
ン、さらにディテールまでの多岐にわたる、奥
の深い雨仕舞の世界をQ&Aで解説。雨仕舞
のしくみが見えるオモシロ実験も収録する。 


