
まんが都道府県大事典 木村 真冬 かぜのひ サム・アッシャー
戦争なんか大きらい! 子どもの本・九条の会 ライオンの風をみたいちにち あべ 弘士
ナージャの5つのがっこう キリーロバ・ナージャ ふようどのふよこちゃん 飯野 和好
入学準備の図鑑 無藤 隆 ようこそ!ティールームことりへ どい かや
木の実のたんけん おくやま ひさし ねずみくんのうんどうかい なかえ よしを
きのこレストラン 新開 孝 もしも… 神沢 利子
ホネホネ動物ふしぎ大図鑑 富田 京一 おほしさまのちいさなおうち 渡辺 鉄太
車いすの図鑑 高橋 儀平 てんぐ 杉山 亮
日本のロボット 奥村 悠 万次郎さんとおにぎり 本田 いづみ
はっけん!鉄道NIPPON ヴィトゲン社 まんまるねんね 黒井 健 ひとつむぎの手 知念 実希人
勝つための将棋　入門編・作戦編 片上 大輔 まちのくるま コヨセ ジュンジ 宴の前 堂場 瞬一
漢字なりたちブック　1年生～3年生 伊東 信夫 おばけれっしゃ しのだ こうへい ドライブインまほろば 遠田 潤子
なまえをつけて 谷川 俊太郎 ことことこーこ 阿川 佐和子 その先の道に消える 中村 文則

居酒屋ぼったくり　10 秋川 滝美 銀橋 中山 可穂

『木の実のたんけん』 おくやま ひさし 天子蒙塵　第4巻 浅田 次郎 幽霊たち 西澤 保彦
グリーン・グリーン　2 あさの あつこ 叙述トリック短編集 似鳥 鶏
ゆっくり十まで 新井 素子 TEN 楡 周平
ウェディングプランナー 五十嵐 貴久 ねじれびと 原 宏一
下町ロケット　4 池井戸 潤 沈黙のパレード 東野 圭吾

トコトコバス 高橋 和枝 童の神 今村 翔吾 ある男 平野 啓一郎
もう逃げない! 朝比奈 蓉子 プリンちゃんのハロウィン なかがわ ちひろ Matt 岩城 けい ベルリンは晴れているか 深緑 野分
ぼくらの一歩 いとう みく どうぶつどんどん たしろ ちさと 時限感染 岩木 一麻 黄金の代償 福田 和代
いいたいことがあります! 魚住 直子 かたつむりタクシー たむら しげる 大和維新 植松 三十里 猫のエルは 町田 康
アチチの小鬼 岡田 淳 森のオーケストラ 塚本 やすし 少女たちは夜歩く 宇佐美 まこと 犯罪乱歩幻想 三津田 信三
流星と稲妻 落合 由佳 トーマス、バスになる? ウィルバート・オードリー 一緒にお墓に入ろう 江上 剛 湖底の城　9巻 宮城谷 昌光
きっちり・しとーるさん おの りえん ふうせんゆらゆら とよた かずひこ 死神刑事(デカ) 大倉 崇裕 想い人 諸田 玲子
モンスター・ホテルでハロウィン 柏葉 幸子 どんぐりむらのいちねんかん なかや みわ 夏を取り戻す 岡崎 琢磨 緑のなかで 椰月 美智子
お江戸怪談時間旅行 楠木 誠一郎 ポケットに色をつめこんで エイミー・グリエルモ はしからはしまで 梶 よう子 悪童(ワルガキ) 山田 洋次
森のとしょかんのひみつ 小手鞠 るい くだものぱくっ 彦坂 有紀 本好きの下剋上　第4部[4] 香月 美夜 バロルの晩餐会 夢枕 獏
まよなかのおならたいかい 中村 翔子 まゆとかっぱ 富安 陽子 永遠(とわ)の詩 香月 夕花 第六天の魔王なり 吉川 永青
小学生まじょとまほうのくつ 中島 和子 おいも! 石津 ちひろ 絵里奈の消滅 香納 諒一 おるもすと 吉田 篤弘
魔法のハロウィン・パイ 野中 柊 探偵は教室にいない 川澄 浩平 別れの霊祠 輪渡 颯介
あさって町のフミオくん 昼田 弥子 『森のオーケストラ』 塚本 やすし 思い出が消えないうちに 川口 俊和
おなべの妖精一家　2 福田 隆浩 蕪村 小嵐 九八郎 『沈黙のパレード』 東野 圭吾
教室に幽霊がいる!? 藤重 ヒカル 到達不能極 斉藤 詠一
お願い!フェアリー♥　21 みずの まい 最終標的 笹本 稜平
ロミオとジュリエット ウィリアム・シェイクスピア 銀河食堂の夜 さだ まさし
開かずの部屋となぞの人形 ドリー・ヒルスタッド・バトラー 永善堂病院もの忘れ外来 佐野 香織
リスのたんじょうび トーン・テレヘン 龍華記 澤田 瞳子
魔女のむすこたち カレル・ポラーチェク 草原のコック・オー・ヴァン 柴田 よしき

アンドロメダの猫 朱川 湊人

『あさって町のフミオくん』 昼田 弥子 救急救命士になるには 益田 美樹 春は始まりのうた 小路 幸也
宇宙・天文で働く 本田 隆行 人さらい 翔田 寛 ドイツ職人紀行 池内 紀
2.43　春高編 壁井 ユカコ たてがみを捨てたライオンたち 白岩 玄 童話作家のおかしな毎日 富安 陽子
アクセル・ワールド　23 川原 礫 高天原-厩戸皇子の神話 周防 柳 アディオス!ジャパン 真山 仁
Re:ゼロから始める異世界生活　17 長月 達平 廃墟戦隊ラフレンジャー 竹内 真 となりの脳世界 村田 沙耶香
エヴリデイ デイヴィッド・レヴィサン まんぷく　上 福田 靖 父より娘へ谷崎潤一郎書簡集 谷崎 潤一郎

『2.43　春高編』 壁井 ユカコ 『下町ロケット　4』 池井戸 潤

最新!妊娠・出産新百科 杉本 充弘
最新!育児新百科 松井 潔
最新!離乳食新百科 太田 百合子
だいじょうぶだよ、モリス カール=ヨハン・エリーン

『童話作家のおかしな毎日』 　富安 陽子

『おほしさまのちいさなおうち』　渡辺 鉄太

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

トランスミッション開発に乗り出した佃製作所。
ギアゴーストやライバルメーカー・ダイダロス
との戦い、帝国重工の財前が立ち上げた新
たなプロジェクト…。準天頂衛星「ヤタガラス」
が導く、壮大な物語の結末とは? 

9/21～10/24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から予約ができます。 

愛してやまない家族のこと、不思議な縁で結
ばれた両親のこと、童話作家になったきっかけ
…。童話作家・富安陽子が自身のルーツをファ
ンタジーぬきで綴る。偕成社のホームページに
連載されたものを中心にまとめたエッセイ集。 

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 11月号 

おいしい木の実は、人間だけでなく、森の動
物たちにとっても大切な食べ物です。ユスラ
ウメ、ハマナス、アケビ…。家のまわりや、水
辺・海辺、雑木林・森など、いろいろな場所
で見つけた木の実を絵と写真で紹介します。 

シマウマの子どもと間違われたり、がいこつ
のおじさんとプールに行ったり、運動ぐつが
しゃべったり…。フミオくんの日常は、へんて
こであふれてる!? あさって町にすむ小学生
の男の子のお話を4話収録。 

子 育 て 支 援 
春の高校バレー開幕! 激戦の末、福井県の
代表枠を勝ち取った清陰高校男子バレー部。
メンバー8人の元弱小チームが、全国の強豪
校相手に堂々挑む! 『集英社WEB文芸レンザ
ブロー』掲載を単行本化。 

森のオーケストラのはじまりです。森の木や
葉がざわざわざわざわ。森に風が吹いてき
ました、さーさぁー。森に雪がふってきました、
しーんしーん…。歌の楽譜も掲載。絵本作家
と作曲家のコラボレーション絵本。 

秋祭りのパレードで起きた殺人事件の容疑者は
かつて草薙が担当した少女殺害事件で無罪と
なった男。だが男は証拠不十分で釈放され、堂々
と遺族達の前に現れる。超難問に突き当たった
草薙は、アメリカ帰りの湯川に助けを求め…。 

おもちゃで遊ぶのにも絵本を読むのにも飽
きてしまった男の子に、お母さんが「おほしさ
まのおうちを探してみるのよ」と、楽しい遊び
を教えてくれました。おほしさまのおうちは、
いったいどこにあるのでしょう? 



両方になる アリ・スミス 気になる症状からナビする病気の事典 藤原 大美 美しいかなの年賀状 井上 蒼雨
ウーマン・イン・ザ・ウィンド　上・下 A.J.フィン 血管を守る250のQ&A事典 「きょうの健康」番組制作班 はんこと日本人 門田 誠一
死の実況放送をお茶の間へ パット・マガー 尿トレ 山西 友典 アラブ音楽入門 飯野 りさ

書店ガール　7 碧野 圭 サンダルウッドは死の香り ジョナサン・ラティマー 自分で治す!顎関節症 藤原 邦康 図解日本音楽史 田中 健次
灰色のパラダイス 赤川 次郎 ふたつのオリンピック ロバート・ホワイティング 季節の薬膳 猪俣 稔成 あの映画に、この鉄道 川本 三郎
暴れん坊将軍　2 井川 香四郎 83 1/4歳の素晴らしき日々 ヘンドリック・フルーン 70歳からの健康法 入江 健二 一生、山に登るための体づくり 石田 良恵
放課後の名探偵 市川 哲也 兄弟の血　上・下 アンデシュ・ルースルンド 55歳からのやってはいけない山歩き 野村 仁
付添い屋・六平太　姑獲鳥の巻　１１ 金子 成人 究極の英語ライティング 遠田 和子
辻斬りの始末 小杉 健治
ビストロ三軒亭の謎めく晩餐 斎藤 千輪 まぼろしの奇想建築 フィリップ・ウィルキンソン 『あの映画に、この鉄道』 川本 三郎
つるつる鮎そうめん 坂井 希久子 尼子氏の城郭と合戦 寺井 毅 日本の最も美しい赤レンガの名建築 歴史的建物研究会
作家たちのオリンピック 城山 三郎　他 「その後」のゲゲゲの女房 武良 布枝 ツウになる!バスの教本 広田 民郎
青春は探花を志す 篠原 悠希 新・なぜ脱原発なのか 西尾 漠
黄金色の雲 鈴木 英治 45歳からの自分を大事にする暮らし 堀川 波
花だより 高田 郁 私の、ブラウスプルオーバー 香田 あおい
鯖猫長屋ふしぎ草紙　5 田牧 大和 シャツ&ブラウスの基本パターン集 野木 陽子
火焰の凶器 知念 実希人 編み物好きの大人のニット小物 リトルバード
入り婿侍商い帖　1 千野 隆司 DOLL'S CLOSET～ROMANTIC～ A‐F
奇怪な賊 鳥羽 亮 ごはんのきほん 有元 葉子 Excel時短はじめました! 清水 久三子
箱根路闇始末 鳥羽 亮 haru_mi　vol.49(2018秋) 栗原 はるみ 運命を生かす 松下 幸之助
東京すみっこごはん　4 成田 名璃子 具だくさんおにぎり 中村 美穂 リーダーの「人の動かし方」 草地 真
十津川警部長崎路面電車と坂本龍馬 西村 京太郎 発酵おやつ 山田 奈美 「年上の部下」をもったら読む本 濱田 秀彦
マイ・フーリッシュ・ハート 秦 建日子 すぐメモする人がうまくいく 堀 宏史 おいしい紅茶の図鑑 山田 栄 最高の働きがいの創り方 三村 真宗
みずうみの妻たち　上・下 林 真理子 図解人工知能大全 古明地 正俊 時間もお金もかけない!ほったら家事 Ayaka 働き方改革法 大村 剛史
狐夜叉 原田 孔平 子どもの人権と学校図書館 渡邊 重夫 「働き方改革」の噓 久原 穏
恋の櫛 藤原 緋沙子 1分間菜根譚 齋藤 孝 『おいしい紅茶の図鑑』 山田 栄 55歳からのリアル仕事ガイド 松本 すみ子
北風 藤島 大 暮らしの「もやもや」整理術 松尾 たいこ パパとママの育児戦略 ファザーリング・ジャパン

R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室　ACT3 古野 まほろ 清須会議 柴 裕之 福祉・介護の資格と仕事 梅方 久仁子
ビブリア古書堂の事件手帖 三上 延 戦国の城の一生 竹井 英文 成果を手にするビジネス英会話 荒井 弥栄
北海道オーロラ町の事件簿 八木 圭一 江戸→TOKYOなりたちの教科書　3 岡本 哲志 朝から晩まで英語漬け 清水 建二
提灯奉行　一寸法師の怪　2 和久田 正明 源氏長者 岡野 友彦 絶対に身につけたい本物の接客 菊地 麻衣子
用心棒 デイヴィッド・ゴードン 鹿児島県・沖縄県の山 川野 秀也
泥棒はスプーンを数える ローレンス・ブロック

写真でわかる野菜・果樹の病害虫防除 草間 祐輔
はじめてでも失敗しない野菜づくりの基本100 新井 敏夫
農業崩壊 吉田 忠則
自然栽培　Vol.16 木村 秋則
和紙植物 有岡 利幸
ときめく薔薇図鑑 元木 はるみ
ピクルスと漬け物の歴史 ジャン・デイヴィソン
ドングリさんぽ手帖 宮國 晋一 こどもの糖尿病と治療 浦上 達彦

日本を見つめる 小澤 俊夫 鉄道快適化物語 小島 英俊 ボケない技術(テク) 奥村 歩
洪水の年　上・下 マーガレット・アトウッド 未来をはじめる 宇野 重規 もしかして、私、大人のADHD? 中島 美鈴
アリントン邸の怪事件 マイケル・イネス 憲法ガール　2 大島 義則 『ときめく薔薇図鑑』 元木 はるみ 認知症は自分で防げる!治せる! マキノ出版ムック
カート・ヴォネガット全短篇　1 カート・ヴォネガット いま君に伝えたいお金の話 村上 世彰
インヴィジブル ポール・オースター 「苦しい親子関係」から抜け出す方法 石原 加受子
ジャック・オブ・スペード ジョイス・キャロル・オーツ 障害のある子の「親なきあと」 渡部 伸
任務の終わり　上・下 スティーヴン・キング 「本の読み方」で学力は決まる 松崎 泰 120+塾 120+塾編集チーム
パールとスターシャ アフィニティ・コナー 最強の「お父さん道」 向谷 匡史 老けない人の最強レシピ 牧田 善二

粋を食す 花房 孝典

『アリントン邸の怪事件』 マイケル・イネス 昭和少年少女ときめき図鑑 市橋 芳則 『老けない人の最強レシピ』 牧田 善二

歌川国芳いきものとばけもの 歌川 国芳
ムンクの世界 田中 正之

世界毒草百科図鑑 エリザベス・A.ダウンシー 亥を描く 水墨画塾編集部
検査結果なんでも早わかり事典 小橋 隆一郎 馬場のぼる作品集 馬場 のぼる

『ビストロ三軒亭の謎めく晩餐』　斎藤 千輪

『「その後」のゲゲゲの女房』　武良 布枝

『暮らしの「もやもや」整理術』　松尾 たいこ
『パパとママの育児戦略』　ファザーリング・ジャパン

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 

三軒茶屋にある小さなビストロには、お決ま
りのメニューが存在しない。好みや希望を伝
えると、名探偵ポアロ好きの若きオーナー
シェフが、その人だけのコースを作ってくれ
て…。癒やしのグルメミステリー。 

郷 土 

「ゲゲゲの女房」がベストセラーになり、ドラマ
化、映画化されたことで激変した日常、水木し
げるが倒れてこの世を去ってしまった悲しみ
の時間、夫が遺していった作品や品物、これ
からの人生…。前作のその後の10年を綴る。 

警視総監の職を退き、人生の休暇を楽しむア
プルビイ。アリントン邸の夕食会に招かれ、イ
ルミネーションの仕掛けに立ち会ったことから、
奇妙な事件に巻き込まれる。死体が連なりゆ
く中、アプルビイの出した最後の答えとは? 

高貴な花姿、優雅な香り…。薔薇が醸しだすと
きめく世界を美しい写真とともに紹介。世界史
に登場する薔薇、著者独自の目線でカテゴラ
イズした薔薇図鑑、薔薇を使ったスイーツ、薔
薇の育て方、薔薇のひみつなどを収録する。 

シミ、シワ、たるみ、がん、認知症…。どれも
「糖化」によって体内で発生する老化物質
「AGE」のしわざだった。「AGE」を減らし、糖化
と闘う最強の若返りレシピを紹介する。老け
ないための調理法や食材の扱い方も掲載。 

失われゆく鉄道の風景が映画のなかに甦る
-。評論家で鉄道ファンでもある川本三郎が、
日本映画に登場した全国の鉄道を廃線に
なった鉄道も含めて紹介。各地域の路線図、
駅舎や車両の写真も多数収録。 

健 康 長 寿 

子育てパパを支援する日本一の団体が教
える、家族をHAPPYにする育児戦略。共働
き夫婦が仕事と家庭を両立するために、出
産前から職場復帰後までどのような戦略が
必要であるかをわかりやすく解説する。 

屋が片付かない、人間関係がうまくいかな
い…。イラストレーターの著者が「もやもや」
した感情を減らすために行き着いた、ものの
選び方や整え方、家事の減らし方、人づき
合いの方法を紹介する。チェックリスト付き。 

ダージリンを中心に、茶葉を茶園別に分け
て紹介。詳しい各茶葉の特徴を掲載し、もっ
ともふさわしい淹れ方をナビゲートする。ア
レンジティーのレシピ、ブランド別紅茶カタロ
グなども収録。 


