
壁を乗り越える論語塾 安岡 定子 100年たったら 石井 睦美
アンネのこと、すべて アンネ・フランク・ハウス あずき 荒井 真紀
小学生になったら図鑑 長谷川 康男 まぼろしえほん 井上 洋介
はじめての子ども手話 谷 千春 ゆめのとびらをひらくとき カール・ニューソン
へんてこりんな宇宙図鑑 岩谷 圭介 ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ
図解大事典未確認生物UMA ながた みかこ ゆうたのおじいちゃん きたやま ようこ
きみは宇宙飛行士! ロウイー・ストーウェル ゆうたのおばあちゃん きたやま ようこ
micro:bitであそぼう! 高松 基広 ゴッホの星空 バーブ・ローゼンストック

ひろって調べる落ち葉のずかん 安田 守 セリョージャとあそぼう! ナディア・コズリナ
知ってる?郵便のおもしろい歴史 郵政博物館 うみのごちそうしろくま 柴田 ケイコ そこにいるのに 似鳥 鶏
ひとりできれいにおれるおりがみ 小林 一夫 みずとはなんじゃ? かこ さとし 私以外みんな不潔 能町 みね子
ラグビーが教えてくれること 村上 晃一 曙に咲く 蜂谷 涼

『みずとはなんじゃ?』 かこ さとし 鼠、恋路の闇を照らす 赤川 次郎 花折 花村 萬月

『へんてこりんな宇宙図鑑』 岩谷 圭介 らんちう 赤松 利市 愉楽にて 林 真理子
田沼スポーツ包丁部! 秋川 滝美 常設展示室 原田 マハ
会社を綴る人 朱野 帰子 夜汐 東山 彰良
人生のピース 朝比奈 あすか フランス座 ビートたけし
草々不一 朝井 まかて かけらのかたち 深沢 潮

ママー、ポケット! デヴィッド・エズラ・シュタイン 平場の月 朝倉 かすみ されど私の可愛い檸檬 舞城 王太郎
落語ねこ 赤羽 じゅんこ カどこいった? 鈴木 のりたけ 偽りのラストパス 生馬 直樹 108 松尾 スズキ
まっしょうめん!　2 あさだ りん 星のひとみ せな けいこ 髪結百花 泉 ゆたか 芙蓉の干城(たて) 松井 今朝子
学校へ行こう いとう ひろし やまがあるいたよ 長 新太 天下普請 稲葉 稔 作りかけの明日 三崎 亜記
風と行く者 上橋 菜穂子 ねずみくんのおくりもの つちだ よしはる 刀と傘 伊吹 亜門 昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき
大どろぼうジャム・パン　2 内田 麟太郎 ゆき はた こうしろう 聖者が街にやって来た 宇佐美 まこと 黒猫のいない夜のディストピア 森 晶麿
つっきーとカーコのけんか おくはら ゆめ ぼくはフクロウ フィリップ・バンティング ダンシング・マザー 内田 春菊 水曜日の手紙 森沢 明夫
魔女が相棒?ねぐせのヤマネ姫 柏葉 幸子 ダム デイヴィッド・アーモンド 入れ子の水は月に轢かれ オーガニックゆうき むこう岸 安田 夏菜
オリンピックのおばけずかん 斉藤 洋 まっかなおはなのトーマス ウィルバート・オードリー それでも空は青い 荻原 浩 怪盗インビジブル 行成 薫
スケッチブック ちば るりこ ももももてんしのかぞえうた もとした いづみ 有村家のその日まで 尾崎 英子
サラとピンキー サンタの国へ行く 富安 陽子 どこがながいかわかる? みやにし たつや 厨師、怪しい鍋と旅をする 勝山 海百合
工場長のひみつのおひるね みずの よしえ メンフクロウ トーマス・ミュラー 残心 鏑木 蓮
図工室の日曜日 村上 しいこ アトラス 神永 学
転校生は忍者?! もとした いづみ 『やまがあるいたよ』 長 新太 トッピング 川上 健一
おばあちゃんのわすれもの 森山 京 介護士K 久坂部 羊
グレッグのダメ日記 さすがに、へとへとだ ジェフ・キニー キンモクセイ 今野 敏
マジックウッズ戦記　1 上・下 クレシッダ・コーウェル 雨上がり月霞む夜 西條 奈加
アリーテ姫の冒険 ダイアナ・コールス 光まで5分 桜木 紫乃
マドモアゼル・シック ジェニファー・L.スコット あなたの愛人の名前は 島本 理生
リスの森ひっこし大作戦 リン・レイ・パーキンス 悲願花 下村 敦史 大人の流儀　8 伊集院 静
野生のロボット ピーター・ブラウン ゆえに、警官は見護(みつめ)る 日明 恩 駄目な世代 酒井 順子
アポロンと5つの神託　2 リック・リオーダン おとぎカンパニー 田丸 雅智 われは歌えどもやぶれかぶれ 椎名 誠
おっとあぶない マンロー・リーフ 10代からの社会学図鑑 クリス・ユール 神のダイスを見上げて 知念 実希人 命の限り、笑って生きたい 瀬戸内 寂聴
水瓶座の少女アレーア　4 タニヤ・シュテーブナー 税理士になるには 西山 恭博 正しい愛と理想の息子 寺地 はるな 人生の後片づけ 曾野 綾子

東京レイヴンズ　16 あざの 耕平 ゴー・ホーム・クイックリー 中路 啓太 わるい食べもの 千早 茜

『風と行く者』 上橋 菜穂子 天地ダイアリー ささき あり 静おばあちゃんと要介護探偵 中山 七里 森には森の風が吹く 森 博嗣
窓をあけて、私の詩をきいて 名木田 恵子 救済 長岡 弘樹 猫も老人も、役立たずでけっこう 養老 孟司
この川のむこうに君がいる 濱野 京子 ばけばけ 那須 正幹 曙光を旅する 葉室 麟
一ツ蝶物語 横山 充男 羅針盤は壊れても 西村 賢太 眠れぬ夜のために 五木 寛之

『一ツ蝶物語』 横山 充男 『鼠、恋路の闇を照らす』 赤川 次郎 『曙光を旅する』 葉室 麟

最新!赤ちゃんの名づけ新百科 栗原 里央子
最新!赤ちゃんの病気新百科 横田 俊一郎

『昨日がなければ明日もない』　宮部 みゆき

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

恋する男女の駆け込み寺は、江戸を騒がす
大泥棒!? 昼は遊び人の次郎吉、夜は義賊
の<鼠>。懸命に生きる町人の幸せを守るた
め、今宵も江戸を駆け巡る! 「鼠」シリーズ第
11弾。『小説野性時代』掲載を単行本化。 

11/23～12/20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から予約ができます。 

歴史の裏通りや路地を歩きたい…。ひたむき
に時代を見つめ続けた著者による、九州か
ら京都を中心にした旅エッセイ。連載前の構
想を綴った「葉室メモ」も初公開。『朝日新
聞』西部本社版ほか掲載に加筆し書籍化。 

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31年 1月号 

宇宙では、空飛ぶウンチと大格闘? 月は見
知らぬおっさんのもの? 宇宙開発から地球と
月、太陽系、宇宙人・SF、宇宙論、宇宙をめ
ぐる歴史まで、不思議がいっぱいの宇宙の
話を紹介する。 

「天と地の守り人」後のバルサを過去の回想
を交えて描く、「守り人」シリーズ外伝。少女
時代のバルサとジグロの旅が現在のバル
サの旅と交叉し、ゆたかな物語が立ちあが
る。 

子 育 て 支 援 
モンキチョウのみちびきで現われた幻想の
道。その道がつないだのは、過去と現在、人
間の悲しみと喜び、生と死、そして、少年と
少女-。実在の道を舞台に、さまざまな時代
の人を描いた物語。 

やまだってあるけるって知ってました? ポン
ポコやまのたぬきのオジサンがある朝、さん
ぽしていたら、やまがテクテクあるきました。
オジサンは、やまといっしょにテクテクトコト
コ大冒険! 

29歳のシングルマザーから相談を受けた杉
村三郎。彼女は16歳で最初の子を産み、別
の男性との間にも子供がいて…。表題作ほ
か全3作を収録。杉村三郎シリーズ第5弾。 
『オール讀物』掲載を加筆して単行本化。 

朝起きて、顔を洗う「みず」。うがいをしたり、
飲んだりする「みず」。花や植木の根本に注
いでやる「みず」…。水は一体どんなものな
のでしょうか? 水をとおして共生の大切さを
伝える、かこさとし最後の絵本。 



島根県の山 岡本 良治 「小さないのち」を守る 朝日新聞取材班 兄・宇野昌磨 宇野 樹
ミシュランガイド京都・大阪+鳥取　2019 日本ミシュランタイヤ 最高の入浴法 早坂 信哉 考えるための日本語入門 井崎 正敏
小泉八雲、開かれた精神の航跡。 小泉 凡 イタリア語のルール 森田 学

アレグロ・ラガッツァ あさの あつこ
神様の御用人　8 浅葉 なつ
灰の轍 麻見 和史 わかる!使える!3Dプリンター入門 水野 操
倉敷高梁川の殺意 梓 林太郎 電気回路が一番わかる 有馬 良知
喜連川の風　明星ノ巻2 稲葉 稔 Apple Watchスマートガイド リンクアップ
狐花火 今村 翔吾 コンプレックスを個性に変える 石田 純子
日雇い浪人生活録　6 上田 秀人 着物の教科書 全日本きもの振興会
分断 上田 秀人 フェルトで作るゆかいな生きもの 佐々木 公子
九十九書店の地下には秘密のバーがある 岡崎 琢磨 白崎裕子の料理とおやつ 白崎 裕子
出雲のあやかしホテルに就職します　5 硝子町 玻璃 おうちで作れる台湾小麦粉料理 周 清源
京都迷宮小路 浅田 次郎ほか 私が食べた本 村田 沙耶香 毎日ラクラク!中高生のお弁当304 成沢 正胡 まるわかり!IoTビジネス　2019 日経xTECH
大工と掏摸 小杉 健治 発想力を鍛える33の思考実験 北村 良子 かわいいねりきり 桔梗 有香子 まるわかり!人工知能　2019 日経xTECH
道標 小杉 健治 やっぱり、それでいい。 細川 貂々 旅するパティシエの世界のおやつ 鈴木 文 まっすぐしなやかに働くしごとの「わ」術 チームしごとのわ
いざ帰りなん 佐伯 泰英 60歳の壁 植田 統 洋食器のきほん 浜 裕子 女性のための「起業の教科書」 豊増 さくら
新・浪人若さま新見左近　1 佐々木 裕一 逆境だらけの人類史 ビル・プライス 狭い部屋を楽しむ片づけのルール 高野 ひかる 見るだけでわかる!ビジネス書図鑑 グロービス
初春の雪 篠 綾子 日本国紀 百田 尚樹 ケーススタディ職場のLGBT 寺原 真希子
定信の触 千野 隆司 江戸城御庭番 深井 雅海 『洋食器のきほん』 浜 裕子 面倒くさがりやの超整理術 美崎 栄一郎
ラストライン 堂場 瞬一 ぷらべん 冨岡 一成 100歳時代の新しい介護哲学 久田 恵
新火盗改鬼与力　2 鳥羽 亮 森の教え、海の教え 芦原 伸 ビレッジプライド 寺本 英仁
刹鬼たち 鳥羽 亮 風土記 瀧音 能之 東京大田区・弁当屋のすごい経営 菅原 勇一郎
おおあたり 畠中 恵 曜日別パリ案内 荻野 雅代 これからはじめる商品撮影の教科書 長谷川 修
逢魔の天狗 早見 俊
ブルーバード、ブルーバード アッティカ・ロック

『京都迷宮小路』 浅田 次郎ほか 地図で見る東南アジアハンドブック ユーグ・テルトレ
政治の衰退　下 フランシス・フクヤマ
西洋の自死 ダグラス・マレー 知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木 武
“財政が厳しい”ってどういうこと? 今村 寛 農作物を守る鳥獣害対策 江口 祐輔
フェイクニュースを科学する 笹原 和俊 咲くとうれしい!やさしい山野草 主婦の友社
60歳からの新・幸福論 曽野 綾子　ほか 戦時下の日本犬 川西 玲子
地面師 森 功 愛犬と20年いっしょに暮らせる本 星野 浩子
パパのための娘トリセツ 小野寺 敦子 ツウになる!チーズの教本 佐野 嘉彦 今日から役立つ民法 鎌野 邦樹
遊廓へ 花房 ゆい イオンを創った女 東海 友和 相続で絶対モメない遺産分割のコツ 佐山 和弘

クネレルのサマーキャンプ エトガル・ケレット 大人の女性の美しいマナー 岩下 宣子 アナログの逆襲 デイビッド・サックス 特定商取引のトラブル相談Q&A 坂東 俊矢
82年生まれ、キム・ジヨン チョ ナムジュ 情報と戦争 ジョン・キーガン 廃道を歩く 石井 あつこ
カート・ヴォネガット全短篇　2 カート・ヴォネガット しなくていいがまん 小林 麻耶
大統領失踪　上・下 ビル・クリントン
何があってもおかしくない エリザベス・ストラウト 大人の発達障害 市橋 秀夫
鐘は歌う アンナ・スメイル うつ消しごはん 藤川 徳美
巨大なラジオ/泳ぐ人 ジョン・チーヴァー がんに生きる なかにし 礼
ケイレブ ジェラルディン・ブルックス 夫に笑顔が戻った 福地 喜子
ピアノ・レッスン アリス・マンロー
炎の色 ピエール・ルメートル 『がんに生きる』 なかにし 礼

『鐘は歌う』 アンナ・スメイル
絵でわかる宇宙地球科学 寺田 健太郎
日本列島地震の科学 山賀 進 はしもとみお猫を彫る はしもと みお
タコの心身問題 ピーター・ゴドフリー=スミス イギリスの絵本　下 吉田 新一
<あまり>病気をしない暮らし 仲野 徹 わかりやすく、くわしいやきもの入門 仁木 正格
ぜんぶわかる心臓・血管の事典 古川 哲史 三線上達のポイント 日高 桃子
唾液サラネバ健康法 槻木 恵一 僕が骨髄提供をした理由(わけ)。 木下 ほうか
女性のための「検査」がわかる本 小橋 隆一郎 女優にあるまじき高峰秀子 斎藤 明美 100歳まで元気!おいしく健康300レシピ 岩崎 啓子
いのちの値段 読売新聞医療部 働き方1.9 ヒロシ 思いだしトレーニング平成のできごと 朝日脳活ブックス編集部

ＦＲａＵ　ＴＲＡＶＥＬ　２０１８.１２ 講談社 巻き肩は治る! 小池 義孝 DVDでマスター!ラグビー（DVD付） 井上 正幸 ゆびあみかんたんレッスン 篠原 くにこ

『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』　小泉 凡

『フェイクニュースを科学する』　笹原 和俊
『咲くとうれしい!やさしい山野草』　主婦の友社

『考えるための日本語入門』　井崎 正敏

『面倒くさがりやの超整理術』　美崎 栄一郎

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 

夜深まる嵐の祇園。年の暮れの八坂神社へ
の道行き。粛々とした夏の嵯峨野。古都の名
所、風情、グルメを盛り込んで、ときに都の歴
史、文化の謎にも迫り…。7人の名手があや
しき京小路へと誘うミステリーアンソロジー。 

郷 土 

小泉八雲記念館の展示品を紹介するほか、八
雲の生涯および事績や思考の特色、主要著書、
略年譜、ゆかりの地マップ、記念館の沿革、八
雲関連施設の情報などを収録する。簡便な日
英併記による八雲の手引書をめざした一冊。 

塔からレイヴンが消え、橋という橋は落ち、
瓦礫の街と化したロンドン。言葉も記憶も失
われ、鐘の音が世界を支配する。ロンドンを
さまよう孤児サイモンは、不思議な眼をした
少年に出会い…。 

素朴な容姿ながら懸命に花を咲かせる姿に、
ひたむきな生命力を感じる山野草。粋で風流
なたたずまいが魅力的な山野草の鉢植え、寄
せ植え、山野草の庭、山野草カタログ、育て方
などを収録した、山野草を楽しむための一冊。 

がんは人間の目覚めの友であり、再成長の
パートナーである。がんにかかる前と、か
かった後とでは、自分自身が歴然として変
わる-。2度のがん闘病を経た著者が、到達
した境地を綴る。 

日本語で考えるとは、日本語の文法とどの
ようにかかわりあうことなのか。「そこ」と「そ
れ」、助詞の「は」や「が」などをキーワードに、
思考という観点から日本語の文法構造を探
究する。 

健 康 長 寿 

写真、名刺、フォルダー、メール、アイデア…。
片づけや整理に悩む人に向け、書類・文房具
からデジタル・思考まで、仕事とプライベート
のどちらにも使える整理術を公開する。目安
となる時間も掲載。 

フェイクニュースはなぜ生まれ、どのようにし
て拡散し、われわれ人類の脅威となるのか。
フェイクニュース現象を「情報生態系」の問題
として捉え、その仕組みを平易な言葉で解説
する。理解の手助けになるコラムも掲載。 

洋食器の基本の5ピース、パーソナルアイテ
ムとサービスアイテムの種類やサイズ、カト
ラリーやグラスの種類、時代によって変わる
洋食器の様式…。テーブルコーディネートを
美しくしつらえるポイントを紹介します。 

法 律 情 報 


