
非暴力の人物伝　2 大月書店 月ちゃん 今泉 真也
名字ずかん 森岡 浩 あきぞらさんぽ えがしら みちこ
アンネ・フランク 岡田 好惠 ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくん 薫 くみこ
こどもぼうさい・あんぜん絵じてん 渡邉 正樹 きゅうきゅうしゃのぴーとくん 正高 もとこ
しゅわしゅわ村のゆかいなのりもの くせ さなえ 伊賀のキャベ丸 川端 誠
点字はじめの一歩　2 黒崎 惠津子 ショベルくんとあおいはな ヨーゼフ・クフラー
アイヌ 北原 モコットゥナシ シカクさん マック・バーネット
5分間のサバイバル　2年生 韓 賢東 なんびきのねこたちおどる? キャロライン・スタットソン

川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山 元彦 ぎゅぎゅぎゅー 駒形 克己
ため池の外来生物がわかる本 加藤 英明 アンナとビイプ こみね ゆら ランドスケープと夏の定理 高島 雄哉
生きもののひみつ 小松 貴 つたえたいことば きむら ゆういち 明治銀座異変 滝沢 志郎
工業生産で見る日本 こどもくらぶ おどりたいの 豊福 まきこ 深夜の博覧会 辻 真先
わたしたちの地球環境と天然資源　5・6 本間 愼 バウムクーヘン 谷川 俊太郎 TAS特別師弟捜査員 中山 七里
電車大集合! 山崎 友也 大友落月記 赤神 諒 特捜投資家 永瀬 隼介
よくわかる海上保安庁 海上保安協会 ガラスの殺意 秋吉 理香子 洗濯(クリーニング)屋三十次郎 野中 ともそ
高梨沙羅 師岡 亮子 向日葵のある台所 秋川 滝美 始まりの家 蓮見 恭子
忍者の迷路 香川 元太郎 対岸の家事 朱野 帰子 凍てつく太陽 葉真中 顕
教室で使うみんなのことば　第2期[1] 柳下 則久 骸の鍵 麻見 和史 影ぞ恋しき 葉室 麟
こども故事成語 齋藤 孝 帝都探偵大戦 芦辺 拓 廃墟ラブ 原 宏一

わくわく!れっしゃでかぞくりょこう サトシン 冷たい檻 伊岡 瞬 ボーダレス 誉田 哲也

『高梨沙羅』 師岡 亮子 石たちの声がきこえる マーグリート・ルアーズ 七つの試練 石田 衣良 一度だけ 益田 ミリ
つきみだんご はまの ゆか ざんねんなスパイ 一條 次郎 波の上のキネマ 増山 実
きになる おおなり 修司 グラスバードは還らない 市川 憂人 愛なき世界 三浦 しをん
おせんべやけたかな こが ようこ 白銀(しろがね)の巫女 乾石 智子 ブロードキャスト 湊 かなえ
ねーずみねーずみどーこいきゃ? こが ようこ 愛すること、理解すること、愛されること 李 龍徳 地球星人 村田 沙耶香
へっこぷっとたれた こが ようこ 政宗の遺言 岩井 三四二 静かに、ねぇ、静かに 本谷 有希子

ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 市川 宣子 あめだま ペク ヒナ 歌え、汝龍たりし日々を 岩井 三四二 矢上教授の「十二支考」 森谷 明子
ぼくのわがまま宣言! 今井 恭子 いじめているきみへ 春名 風花 すぐ死ぬんだから 内館 牧子 人類滅亡小説 山田 宗樹
ぞびぞびオーディション 角野 栄子 きょうがはじまる ジュリー・モースタッド あなた 大城 立裕 国宝　上・下 吉田 修一
スパイガールGOKKO 薫 くみこ ぼくがいちばん!すごいでしょ サトシン アリバイ崩し承ります 大山 誠一郎
七つのおまじない 小林 深雪 あーん!はがぬけない くすのき しげのり 漂砂の塔 大沢 在昌 『影ぞ恋しき』 葉室 麟
稲妻で時をこえろ! 小森 香折 じめんのしたにはなにがある 中川 ひろたか ドアを開けたら 大崎 梢
あいことばは名探偵 杉山 亮 夜の側に立つ 小野寺 史宜
サラとピンキー たからじまへ行く 富安 陽子 『きになる』 おおなり 修司 信長の原理 垣根 涼介
レッツがおつかい ひこ・田中 僕は金になる 桂 望実
ほねほねザウルス　19 カバヤ食品株式会社 悪魔と呼ばれた男 神永 学
みちのく妖怪ツアー 佐々木 ひとみ 母のあしおと 神田 茜
へんなともだちマンホーくん 村上 しいこ 青少年のための小説入門 久保寺 健彦
伝説の巨大ハリケーン メアリー・P・オズボーン ドッペルゲンガーの銃 倉知 淳
ゆうえんちのわたあめちゃん ルーマー・ゴッデン 誘拐の免罪符 小島 正樹 たそがれてゆく子さん 伊藤 比呂美
宝島 R.L.スチーブンソン つかのまのこと 柴崎 友香 絵本のこと話そうか 松田 素子
くろグミ団は名探偵 ユリアン・プレス 鳥居の密室 島田 荘司 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子
長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン いま大学で勉強するということ 佐藤 優 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路 幸也 ほんのきもち 朝吹 真理子　他

13歳からの研究倫理 大橋 淳史 サーラレーオ 新庄 耕 痛い靴のはき方 益田 ミリ

『スパイガールGOKKO』 薫 くみこ 小論文これだけ! 樋口 裕一 鬼嵐 仙川 環 吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる 吉本 ばなな
東京物語散歩100 堀越 正光 今夜はひとりぼっちかい? 高橋 源一郎 種まく人 若松 英輔
雑種 フランツ・カフカ 翼竜館の宝石商人 高野 史緒 君の唇に色あせぬ言葉を 阿久 悠

『13歳からの研究倫理』 大橋 淳史 『ざんねんなスパイ』 一條 次郎 『ほんのきもち』 朝吹 真理子　他

らくらくフリージング離乳食 上田 玲子

『きゅうきゅうしゃのぴーとくん』　正高 もとこ

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

73歳にして初任務のエリートスパイ。市長を
暗殺しに街にくるが、そのかれと友だちに
なってしまった。イエス・キリストを名乗る来
訪者、年寄りの賢いロバ…。一癖も二癖もあ
る人(動)物たちが織り成す、ナンセンス小説。 

8/24～9/20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。 

贈りものには福がある。愛しくて、可笑しくて、
ちょっと切ない、ちいさな贈りものがたり。朝
吹真理子、彩瀬まる、いしいしんじ、今日マ
チ子ら16人の書き下ろしエッセイ&コミック&
ショートストーリーを収録。 

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 10月号 

可能性を信じられるかぎり、わたしは成長で
きると思っています-。2018年、平昌オリン
ピックのスキージャンプ女子競技でメダルを
獲得した高梨沙羅選手の足跡を描く感動の
ノンフィクション。 

これは「スパイごっこ」なんかじゃない! スパイ
にあこがれる小学6年生の女の子3人組が、
あやしいヘルパーさんとうそつきおばばの謎
を追う! 箱根を舞台にくり広げられる、抱腹絶
倒のご近所ミステリー。 

子 育 て 支 援 

大人じゃなくても科学するときに守らなけれ
ばいけない「ルール」があるって知ってます
か? 研究のルールや進め方、研究倫理など
について、ケーススタディやシミュレーション
とともに解説。チェックリスト付き。 

参観日は自分のお母さんより、きれいなお母
さんが気になる。理科の時間は実験より、人
体模型の視線が気になる…。小学校生活の
中で何だか「きになる」ことが折り込みページ
を開くとあらわれる、楽しいしかけ絵本。 

京の郊外で暮らす雨宮蔵人のもとに、冬木清
四郎という吉良家の家人が訪れた。清四郎の
主人を思う心に打たれた蔵人たちは…。「いの
ちなりけり」「花や散るらん」に続く三部作最終
巻。『北海道新聞』ほか連載を単行本化。 

救急車のぴーとくんの毎日は大忙し。すっ
かりくたびれてしまったぴーとくんは、逃げ出
して海に向かう途中、仕事を頑張っている、
郵便車のあかくんや宅配車のほいほいさん
たちを見かけ…。働く車の活躍を描く。 



どこにでも神様 野村 進 発達障害に生まれて 松永 正訓 クレイジー音楽大全 佐藤 利明
鳥取の注目15社 遠藤 彰 ウルトラ図解坐骨神経痛 久野木 順一 誰でもはじめられるボルダリング 尾川 とも子
先生、脳のなかで自然が叫んでいます! 小林 朋道 自分で治す!老眼・近視 日比野 佐和子 ボルダリング 岡野 寛

暴れん坊将軍 井川 香四郎 山陰本線写真集　鳥取編 今井印刷 体幹コアウォーキング 今村 大祐 羽生の実戦詰め&必死200 森 鶏二
男泣き川 稲葉 稔 日本一人が少ないところの、 究極の姿勢 高木 二朗太 東大ナゾトレ　第6巻 AnotherVision
夢胡蝶 今村 翔吾 日本一きれいな星空 日本語ボランティアの基礎知識 中井 延美
根源 上田 秀人 松平不昧-茶のこころ 松江歴史館 『日本国語大辞典』をよむ 今野 真二
追憶 岡本 さとる
火焰の啖呵 沖田 正午 世界の遺跡と名建築 ジョン・ズコウスキー
すててこ 奥山 景布子 告発 蓮池 透
夏の雪 佐伯 泰英 ネットワークの本 岡田 庄司
はなの味ごよみ　2 高田 在子 Wi‐Fiを使いこなす本 ケイズプロダクション
花だより 高田 郁 トリマーの究極活用術 杉田 豊久
だから見るなといったのに 恩田 陸　他 コートを縫おう。 かたやま ゆうこ
一揆の声 千野 隆司 季節のちりめん遊び 藤本 洋子
銀花 辻堂 魁 えんぎもんフェルト 緒方 伶香
影の守護者 堂場 瞬一 遅夜スープ 重信 初江
用心棒たちの危機 鳥羽 亮 「プログラミングができる子」の育て方 竹内 薫 親に作って届けたい、つくりおき 林 幸子 弘兼流50歳からの定年準備 弘兼 憲史
哀愁のミステリー・トレイン 西村 京太郎 書物と権力 前田 雅之 雪平鍋で2品献立 飛田 和緒 物語でわかるAI時代の仕事図鑑 竹内 一正
明暗 野口 卓 稲盛和夫の哲学 稲盛 和夫 大人の汁めしかけめし 市瀬 悦子 鳥取の注目15社 遠藤 彰
本所おけら長屋　11 畠山 健二 寺と仏像手帳 土門 拳 シェフが好きな野菜の食べ方 田代 和久 マネージャーの問題地図 沢渡 あまね
はやぶさ与力飛翔剣 藤村 与一郎 ホモ・デウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 魚のおかず 日本調理科学会 嫌われない男のエチケットとマナー 根本 千春
ふたりの花見弁当 山口 恵以子 室町将軍の御台所 田端 泰子 ベターホームのチーズ料理 ベターホーム協会集 女子のための「手に職」図鑑 華井 由利奈
未練辻 吉田 雄亮 お家相続 大森 映子 マンション・インテリアの教科書 町田 ひろ子 転職必勝バイブル 谷所 健一郎
元年春之祭 陸 秋槎 江戸の町とくらし図鑑　商店と養生編 善養寺 ススム 社会福祉士の仕事 飯塚 慶子
暗殺者の潜入　上・下 マーク・グリーニー 江戸時代の生活百景 西田 知己 会社四季報業界地図　2019年版 東洋経済新報社
七人のイヴ　3 ニール・スティーヴンスン いまいちばん美しい日本の絶景 MdN編集部 図解!業界地図　2019年版 ビジネスリサーチ・ジャパン

もう一度学びたい地理 「もう一度学びたい地理」編集部 ビジネスで1番よく使う英会話 松井 こずえ
歩くはやさで旅したい おおうち そのよ 個人でカフェをはじめる人へ 亀高 斉

『鳥取の注目15社』 遠藤 彰

くまモンの成功法則 チームくまモン
すぐわかる病害虫ポケット図鑑 大阪府植物防疫協会
西村和雄ぐうたら農法 西村 和雄

ここにいる 王 聡威 インドアグリーン選び方と楽しみ方 尾崎 忠
イギリス文学を旅する60章 石原 孝哉 多肉植物の育て方・楽しみ方 ふじ えりこ
グッバイ・クリストファー・ロビン アン・スウェイト 地図で見るアメリカハンドブック クリスティアン・モンテス どんな災害でもイヌといっしょ 徳田 竜之介 おかずレパートリー過敏性腸症候群 松枝 啓
噓ばっかり ジェフリー・アーチャー だから安倍晋三政権は強い 阿比留 瑠比 ペットを安らかに送る終活のすべて 主婦の友社 肝機能は改善できる 泉 並木
最初の悪い男 ミランダ・ジュライ 銀行デジタル革命 木内 登英 地図で楽しむ日本の鉄道 今尾 恵介 がんになっても心配ありません がん研究会
変わったタイプ トム・ハンクス 仮想通貨はどうなるか 野口 悠紀雄
ルーム・オブ・ワンダー ジュリアン・サンドレル こじらせない「死に支度」 武藤 頼胡 『くまモンの成功法則』 チームくまモン
監禁面接 ピエール・ルメートル 万引き依存症 斉藤 章佳
わたしたちが火の中で失くしたもの マリアーナ・エンリケス 「気になる子」のわらべうた 山下 直樹 人生100年、自分の足で歩く かじやま すみこ

男の子をやる気にさせる勉強法 小室 尚子 50歳を超えても脳が若返る生き方 加藤 俊徳
よくわかる!江戸時代の暮らし 福田 智弘 病気にならない最強の食事術 白澤 卓二
太平洋戦争大全　陸上戦編 平塚 柾緒 名医が教える世界一の「長寿食」 藤田 紘一郎

脳を鍛えるユニット折り紙 つがわ みお

東西ベルリン動物園大戦争 ヤン・モーンハウプト 広重決定版 太田記念美術館
がんばらないストレッチ 田川 直樹 もっと知りたいボナール 高橋 明也
認知症カフェ企画・運営マニュアル 矢吹 知之 手作りのポップアップカードBOOK 鈴木 孝美
「脳の病気」最新対策 「きょうの健康」番組制作班 かならず作れる美しいユニット折り紙 つがわ みお

島根・鳥取ふるさと万能地図 山陰中央新報社 不整脈・心房細動がわかる本 山根 禎一 原寸大で鑑賞する伝説の日本刀 別冊宝島編集部

『人生100年、自分の足で歩く』　かじやま すみこ

『誰でもはじめられるボルダリング』　尾川 とも子『山陰本線写真集　鳥取編』　今井印刷

豊 哲也

『だから見るなといったのに』　恩田 陸　他

『噓ばっかり』　　　　　　　 ジェフリー・アーチャー

『世界の遺跡と名建築』　　　ジョン・ズコウスキー

『いまいちばん美しい日本の絶景』　MdN編集部

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 

恐怖へ誘うのは、親切な顔をした隣人、奇
妙な思い出を語り出す友人、身の毛もよだ
つ告白を始める旅の道連れ…。背筋が凍り
つく怪談から、魅惑に満ちた奇譚まで。戦慄
のアンソロジー。『小説新潮』掲載を文庫化。 

郷 土 

京都駅を起点に、山口県下関市の幡生駅を
終点とする673.8kmにも及ぶ「偉大なるロー
カル線」山陰本線。その郷愁的な風景や鳥
取県エリアの特徴的な景色を、鳥取県なら
ではの四季を織り込んで撮影した写真集。 

刑事の前に犯行を自白する51人もの町民
が現れる「だれが町長を殺したか?」、銀行
員が資産家の顧客の秘密に気づき人生大
逆転の賭けに出る「上級副支店長」ほか、ス
リリングな全15篇を収録した短篇集。 

PRもキャラクタービジネスも経験ゼロの地方
公務員集団が、なぜくまモンを人気キャラク
ターに育てあげられたのか。「チームくまモ
ン」の基本理念と行動規範、考え方などを、
エピソードとともに紹介する。 

寝たきりを防ぐために、ロコモ対策ほど、重要
かつ効果的なものはない。ロコモの核心、そ
して身体に無理のない「立つ」「歩く」「坐る」
「寝る」といった日常の動作など、専門家だけ
が知るロコモ予防の“新常識”を紹介する。 

ボルダリングのビギナーや上達を目指した
い人に向けて、テクニックを中心に身体操作
やメンタルのコツを、写真やイラストでわかり
やすく解説する。ボルダリング用語や上達
するための日常生活なども紹介。 

健 康 長 寿 

日本一小さい市場でも、ユニークな発想で社
会に貢献しながら事業基盤を築いている会社
がたくさんある-。鳥取の未来をつくる企業15
社を厳選紹介。鳥取県知事・平井伸治、SC鳥
取GM野人・岡野雅行のインタビューも収録。 

美幌峠(北海道)、銀山温泉(山形県)、千畳
敷カール(長野県)、高田千本桜(奈良県)、水
島コンビナート(岡山県)…。定番スポットから
撮影者の独自スポットまで、日本全国の絶
景写真を収録する。 

パルテノン神殿、金閣寺、中銀カプセルタ
ワー…。世界的建築はどのように生み出さ
れたか? 50の建築を取り上げ、歴史と文化
的背景、建築の魅力を、内部がわかる断面
図やディテール図、写真とともに詳説する。 


