
AIのひみつ　1 香山 瑞恵 あらしのよるに　歌舞伎絵本 きむら ゆういち
天皇と元号の大研究 高森 明勅 藤城清治影絵の絵本 アンデルセン アンデルセン
子どもの権利宣言 シェーヌ出版社 さつまいもおくさん もとした いづみ
よくわかる介護の仕事・施設 結城 康博 だいこんさんおふろにはいる 岡田 よしたか
メリークリスマス R.B.ウィルソン いちにちなぞのいきもの ふくべ あきひろ
やんばるの森 湊 和雄 ねこぼうとふらわあちゃん きたやま ようこ
キタリス・ウーと森のお医者さん 竹田津 実 ノラネコぐんだん おばけのやま 工藤 ノリコ
はたらくじどう車くらべ　1 国土社編集部 バレリーナは、どこ? アビゲイル・ゴー
ふしぎなカビ オリゼー 竹内 早希子 ムカッやきもちやいた かさい まり
まるごとさつまいも 八田 尚子 どんぐり こが ようこ 柳は萌ゆる 平谷 美樹
日本鉄道地図鑑 地理情報開発 クリスマスだよ、デイビッド! デイビッド・シャノン 白の王 廣嶋 玲子
どんぐりクリスマス おおたき れいこ くすのきだんちのおきゃくさん 武鹿 悦子 黒いピラミッド 福士 俊哉
距離型キッズおり紙ヒコーキ 戸田 拓夫 火を焚きなさい 山尾 三省 群青の魚 福澤 徹三

血の雫 相場 英雄 海とジイ 藤岡 陽子

『日本鉄道地図鑑』 地理情報開発 祭火小夜の後悔 秋竹 サラダ 燃えよ、あんず 藤谷 治
ラストラン あさの あつこ 月 辺見 庸
ぼくは朝日 朝倉 かすみ 私はあなたの瞳の林檎 舞城 王太郎
新・二都物語 芦辺 拓 夜のリフレーン 皆川 博子
家康　2 安部 龍太郎 野の春 宮本 輝

クリスマスツリーをかざろう パトリシア・トート 雑賀のいくさ姫 天野 純希 エリザベスの友達 村田 喜代子
6年1組黒魔女さんが通る!!　06 石崎 洋司 にゃんにゃん せな けいこ フーガはユーガ 伊坂 幸太郎 はつ恋 村山 由佳
ジャンプ!ジャンプ!ジャンプ!! イノウエ ミホコ ねこのピート クリスマスをとどけよう エリック・リトウィン 見返り検校 乾 緑郎 雨上がりの川 森沢 明夫
世界のはてのペンギン・ミステリー 岡田 貴久子 はりねずみくんのあかいマフラー はらだ よしこ ショートショート美術館 太田 忠司 熱帯 森見 登美彦
怪談オウマガドキ学園　29・30 常光 徹 雪の花 セルゲイ・コズロフ 犬も食わない 尾崎 世界観 いつか深い穴に落ちるまで 山野辺 太郎
はりねずみのルーチカ　7 かんの ゆうこ ぼく、アーサー 井上 こみち 二十五年後の読書 乙川 優三郎 前世は兎 吉村 萬壱
ぎりぎりの本屋さん まはら 三桃　ほか ぜったいぜったいあけちゃダメッ!! アンディ・リー 本好きの下剋上　貴族院外伝1年生 香月 美夜 手をつないだままさくらんぼの館で 令丈 ヒロ子
天からの神火 久保田 香里 びゅんびゅんはやいはやぶさごう 溝口 イタル チンギス紀　3 北方 謙三
おはなしどうぶつえん さいとう しのぶ パウルのスケッチブック みやざき ひろかず 流砂 黒井 千次 『燃えよ、あんず』 藤谷 治
ぼくは風船爆弾 高橋 光子 それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ まれびとパレード 越谷 オサム
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　10 廣嶋 玲子 佐野洋子の動物ものがたり 佐野 洋子
メガネくんとハダシくん 二見 正直 ウラミズモ奴隷選挙 笙野 頼子
わんこのハッピーごはん研究会! 堀 直子 無事に返してほしければ 白河 三兎
五七五の秋 万乃華 れん ヘブン 新野 剛志
七転びダッシュ!　2 村上 しいこ こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保 裕一
さよ 森川 成美 デルタ 杉山 隆男
ナイスキャッチ!　4 横沢 彰 戒名探偵卒塔婆くん 高殿 円
その年、わたしは噓をおぼえた ローレン・ウォーク 東京輪舞(ロンド) 月村 了衛 針と糸 小川 糸
クリスマスの女の子 ルーマー・ゴッデン 不意撃ち 辻原 登 母の教え 姜 尚中
変化球男子 M.G.ヘネシー 深淵の色は 佐川幸義伝 津本 陽 先生、ちょっと人生相談いいですか? 瀬戸内 寂聴
ソロモンの白いキツネ ジャッキー・モリス 大人になったらしたい仕事　2 朝日中高生新聞編集部 白いジオラマ 堂場 瞬一 六十歳からの人生 曽野 綾子
ヤング・シャーロック・ホーム　vol.4 アンドリュー・レーン いじめ 心の中がのぞけたら　5 本山 理咲 ダンデライオン 中田 永一 90歳を生きること 童門 冬二
吟遊詩人ビードルの物語 J.K.ローリング まぁちんぐ! 赤澤 竜也 救済 長岡 弘樹 推薦文、作家による作家の 中村 邦生
クリスマスのあかり レンカ・ロジノフスカー ヴンダーカンマー 樫崎 茜 斗星、北天にあり 鳴神 響一 芸能の不思議な力 なかにし 礼

新約とある魔術の禁書目録　21 鎌池 和馬 黄泉坂案内人　[4条目] 仁木 英之 猫がいなけりゃ息もできない 村山 由佳

『ぎりぎりの本屋さん』 まはら 三桃　ほか 昔勇者で今は骨　3 佐伯 庸介 掟上今日子の乗車券 西尾 維新 「違うこと」をしないこと 吉本 ばなな
ザ・ランド・オブ・ストーリー　2 クリス・コルファー 神さまを待っている 畑野 智美 東京23区外さんぽ 泉 麻人
ヒイラギ荘の小さな恋 チャールズ・ディケンズ はんぷくするもの 日上 秀之 ボンちゃんは82歳、元気だよ! 石山 春平

『チンギス紀　3』 北方 謙三 『針と糸』 小川 糸

絵本は心のへその緒 松居 直

『クリスマスだよ、デイビッド!』 デイビッド・シャノン

『それしかないわけないでしょう』 ヨシタケ シンスケ

『ヒイラギ荘の小さな恋』　チャールズ・ディケンズ

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

モンゴル族の覇権を懸け、テムジン率いる二
千騎とタイチウト軍六千騎の闘いが始まった。
テムジンへの助勢を考え、戦の様子を見守る
ジャムカ。そこへ少数の騎馬隊が新たに出現
し…。『小説すばる』連載を加筆・修正。 

10/25～11/22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。 

ベルリンで学んだゆとりある生活の知恵と工夫。
母の死で受け入れた辛い過去…。デビューから
10年。希望と再生の物語を紡ぎ続ける作家が
綴る、生きることが心から楽しくなるエッセー集。
『毎日新聞』日曜版連載を単行本化。 

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 12月号 

日本の鉄道を写真と地図でわかりやすく紹
介する図鑑。鉄道を撮影するにあたっての
コツが学べる「鉄道写真スクール」や、車両
をじっくり見たり調べたりできる施設も多数
紹介する。 

商店街の奥にある、なぜかつぶれないぎりぎ
りの本屋さんに来るのは、何かに追われて、
ぎりぎりのお客さんばかりで…。児童文学の
トップランナー5人によるリレー小説第2弾。
「本屋さんにまつわる10の質問」コーナーも
収録。 

子 育 て 支 援 

19世紀のイギリス社会をユーモアとペーソス
をこめて鮮やかに描き出したイギリスの国民
的作家、ディケンズの短編集。男の子と女の
子の駆け落ちを描いた表題作ほか、ちょっと
怖い話「追いつめられた男」など全6編を収
録する。 

未来に待っているのは、大変なことばかり。
それって本当? それしかないわけないでしょ
う! 考え方ひとつで楽しい未来が見えてくる! 
未来に不安を抱えるすべての人におくる、ヨ
シタケ式かんがえる絵本。 

一癖も二癖もある面々が集う、下北沢の小さな書
店。「ロリータ」愛読者、大麻合法を主張する男、
そして本を買わずに店で油を売る久美ちゃん。そ
んな彼女に新婚間もなく不幸が訪れ…。『きらら』
掲載を改題、加筆して単行本化。 

もうすぐクリスマス。いたずらっこのデイビッ
ドは、みんなから「だめよ!」と言われてばか
り。サンタさんからのメッセージには、「きみ
はわるいこだから、せきたんしかあげませ
ん」と書いてあったのですが…。 



黄色の扉は永遠(とわ)の階 ケルスティン・ギア
ヨーゼフ・メンゲレの逃亡 オリヴィエ・ゲーズ
十三の謎と十三人の被告 ジョルジュ・シムノン

泥棒たちの十番勝負 赤川 次郎 もし太陽が戻らなければ C.F.ラミュ 論文を書くための科学の手順 山田 俊弘 美しいものを、美しく 定家 亜由子
相棒　season16上 輿水 泰弘 帰れない山 パオロ・コニェッティ 数学の世界　数の神秘編 ニュートンムック 一筆画で描く小さな花の四季 水野 彩月
首無し女中 井川 香四郎 長い長い郵便屋さんのお話 カレル・チャペック もしも宇宙に行くのなら 橳島 次郎 はじめての金継ぎ 坂田 太郎
二千回の殺人 石持 浅海 古生物ビジュアル大図鑑 洋泉社MOOK パッチワーク折り紙の壁飾り 堀込 好子
浪人奉行　5ノ巻 稲葉 稔 本と虫は家の邪魔 奥本 大三郎 ベートーヴェン捏造 かげはら 史帆
仕掛 上田 秀人 鳥説 鳥くん 寝ても醒めてもタカラヅカ!! 牧 彩子
御成　2 上田 秀人 伯耆米子城 中井　均 シニアの筋トレ・口トレ・骨体操 荒井 秀典 <東京オリンピック>の誕生 浜田 幸絵
女敵討ち 岡本 さとる 出雲の國 縁たび 山陰中央新報社 最新食べて治す医学大事典 根本 幸夫 少林寺拳法剛法の秘密 SHORINJI KEMPO UN

祇園白川小堀商店レシピ買います 柏井 壽 鳥取県の山 藤原 道弘 変わる!あなたのてんかん治療 中里 信和 詰ます将棋 森 信雄
京都伏見のあやかし甘味帖　3 柏 てん 宇沢弘文の数学 小島 寛之 乳がんのことがよくわかる本 山内 英子 一生役立つ語彙力の育て方 石黒 圭
メゾン・ド・ポリス　2 加藤 実秋 とっとり昔ばなし 日置　重雄 即効!成果が上がる文章の技術 尾藤 克之
闇奉行出世亡者 喜安 幸夫 隠岐絶景 佐々木 俊和
風は西から 倉阪 鬼一郎
出奔 小杉 健治 『伯耆米子城』 中井　均 現場で役立つ建築図面の基本と実際 渋田 雄一
火影 小杉 健治 シーケンス制御が一番わかる 武永 行正
毒死 小杉 健治 図解潜水艦 高平 鳴海
隠密同心　2 小杉 健治 昭和懐かし自販機巡礼 魚谷 祐介
木枯らしの 佐伯 泰英 新大人の普段着 金子 敦子
泣く女 坂岡 真 もっと知りたいアフガン編み 林 ことみ
公卿の罠 佐々木 裕一 水引レシピ 田中 杏奈
セブンス・サイン 佐藤 青南 裏イガリメイク、はいどうぞ イガリ シノブ
古事記異聞　2 高田 崇史 子どもはレシピ10個で育つ。 上田 淳子 ずるい!エクセル仕事術 日経ホームマガジン
入り婿侍商い帖　2 千野 隆司 今すぐ使えるかんたんWindows 10 オンサイト 脳がよみがえる「水煮缶」レシピ 佐古田 三郎 パソコン仕事最速時短術115 日経PC21
剣客旗本春秋譚　2 鳥羽 亮 トコトンやさしいアルゴリズムの本 坂巻 佳壽美 ラクして、美味しい魔法だしのおかず 浜内 千波 パートさんを集める技術 赤沼 留美子
ふたり秘剣 鳥羽 亮 「人工知能」前夜 杉本 舞 乾物マジックレシピ サカイ 優佳子 5秒で伝えるための頭の整理術 松本 利明
十津川警部両国駅3番ホームの怪談 西村 京太郎 AI入門講座 野口 悠紀雄 じゃがいも・ブック 坂田 阿希子 30代の働く地図 玄田 有史
はやぶさ新八御用帳　9 平岩 弓枝 未来の図書館、はじめます 岡本 真 日々野鮎美の山ごはんレシピ 信濃川 日出雄 仕事を効率化するビジネス文具 菅 未里
草紙屋薬楽堂ふしぎ始末　4 平谷 美樹 子ども文庫の100年 高橋 樹一郎 お菓子はもっとおいしく作れます! ムラヨシ マサユキ 稼げる!農家の手書きPOP&ラベルづくり 石川 伊津
サムデイ 福田 和代 大人の読解力 ビジネスフレームワーク研究所 スグ効くおやすみ絵本 弥永 英晃 売れる営業マンを育てるすごい方法 木下 誠剛
初霜 藤原 緋沙子 仏教と仏事のすべて 大久保 良峻
江戸城炎上 藤木 桂 日本人が知らない真実の世界史 副島 隆彦 『昭和懐かし自販機巡礼』 魚谷 祐介 『30代の働く地図』 玄田 有史
サトミとアオゲラ探偵 松尾 由美 輪切りの江戸文化史 鈴木 健一
味覚の冒険 集英社文庫編集部 明治天皇の聖蹟を歩く　西日本編 打越 孝明
わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　9 望月 麻衣 美智子さまの60年 別冊宝島編集部
異類婚姻譚 本谷 有希子
永遠のマフラー 森村 誠一
NNNからの使者　2 矢崎 存美
大江戸科学捜査八丁堀のおゆう　5 山本 巧次
もののけ裁き 和田 はつ子
無痛の子 リサ・ガードナー オリーブ 岡井 路子 これでわかる認知症予防 石井 映幸

コケを楽しむ庭づくり 大野 好弘 “介護後”うつ 安藤 和津

『味覚の冒険』 集英社文庫編集部 チーズの絵本 かのう かおり ハンセン病家族の絆 福西 征子
日本の百貨店史 谷内 正往
「ワンランク上のサロン」のつくり方 由雄 顕一 『“介護後”うつ』 安藤 和津

対話 渡部 昇一 市場をゆく イカロスMOOK
青い目の人形メリーの旅 西村 恭子 ヒットの設計図 デレク・トンプソン
憲法問答 橋下 徹 臨時災害放送局というメディア 大内 斎之
大人の対応力 齋藤 孝
わかりやすい社会保障制度 結城 康博 『ヒットの設計図』 デレク・トンプソン
ゆりかごにそっと 蓮田 太二

自転車泥棒 呉 明益 スマホ社会の落とし穴 清川 輝基
パワー ナオミ・オルダーマン ジビエの歴史 ポーラ・ヤング・リー
夜のふたりの魂 ケント・ハルフ 日本の祭り解剖図鑑 久保田 裕道 1日1分!!一生歩ける骨づくり 林 泰史
西欧の東 ミロスラフ・ペンコフ わらべうたは死なず 小出 英樹 身近なもので作るハンドメイドレク 寺西 恵里子

『未来の図書館、はじめます』　岡本 真

『寝ても醒めてもタカラヅカ!!』　牧 彩子

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 

外 国 の 文 学 

文 庫 ・ 新 書 

技 術 ・ 家 庭 

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学 

井上荒野、筒井康隆、中島らも、嵐山光三
郎、夢枕獏、吉行淳之介…。リアルな味覚
に訴えかける迫力と、飛び切りの面白さを備
えた14編を収録したアンソロジー。 

郷 土 

米子城の“すごさ”を内外に発信するため、そ
れぞれの専門分野の研究者が、新しい知見も
盛り込みながら、様々な角度から米子城を紹
介します。米子城本の決定版的書籍。 

スターウォーズ、ポケモンGO、フェイスブック
…。なぜそれがヒットしたのか? 多くのメガ
ヒットの作り手や仕掛け人に話を聞き、ネット
ワーク理論の専門家にも取材し、ヒットの背
景にあるシンプルなルールを解き明かす。 

12年間にわたり母の介護をした著者が、自身
が体験した「介護うつ」、そしてもっと怖い「介
護後うつ」の顚末を綴る。つぶれない介護を
するための方法や、身体・気持ちのメンテナ
ンスも紹介。 

初心者も、ディープなファンも楽しめるツボ
が満載! タカラジェンヌ、衣装、メイク、舞台、
演出家…。宝塚ファン歴15年のイラストレー
ターが客席から観てきた、愛と夢にあふれる
宝塚歌劇の魅力を徹底解説する。 

健 康 長 寿 

多様になる会社との契約、転職や副業の実
態、心身の健康問題…。人生の岐路にある
30代を念頭に、働くことにまつわる、知って
いるようで知らなかった事実や気づきのヒン
トを、11の切り口から丁寧に解説する。 

地域のハブや知のアーカイブとして注目されて
いる図書館。日本各地で図書館のプロデュース
に関わる著者が、図書館をはじめるための準備
から、図書館整備の手法と進め方までを解説。
「未来の図書館、はじめませんか?」の続篇。 

うどん、そば、ラーメン、ハンバーガー、トース
トサンド…。昭和の面影をそのまま宿す、無
人のコインスナック。全国各地に今も残る、50
のレトロ系フード自販機を写真とともに紹介
する。調理方法や内部のしくみなども解説。 


