
うみべの文庫 堀米 薫 おどろいたりす イーラ
星の旅人 小前 亮 たいこたたきの少年 バーナデット・ワッツ
都道府県ふるさとじまん図鑑 鎌田 和宏 ごろべえもののけのくにへいく おおとも やすお
売り声図鑑　2 宮田 章司 そらのうえのそうでんせん 鎌田 歩
クセがつよい妖怪事典 左古 文男 だいじょうぶじゃない 松田 もとこ
ジュニア空想科学読本　15 柳田 理科雄 おおかみのおなかのなかで マック・バーネット
もっと!へんな生き物ずかん 早川 いくを おにのおにいさん さいとう しのぶ
乗りもの 海老原 美宜男 金の鳥 八百板 洋子
しばわんこと楽しく学ぼう和のせいかつ 川浦 良枝 うかいのうがい さくら せかい
昭和のお店屋さん 藤川 智子 怪物があらわれた夜 リン・フルトン
どんどん!どんぐり工作　2 まるばやし さわこ あるけ!ねがいをこめて モニカ・カリング
金栗四三 佐野 慎輔 「いたいっ!」がうんだ大発明 バリー・ウィッテンシュタイン

点字はじめの一歩　1 黒崎 惠津子 めくるめく短歌たち 錦見 映理子 いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川 佐和子
「感じ」が伝わるふしぎな言葉 佐藤 有紀 『おにのおにいさん』 さいとう しのぶ 声が世界を抱きしめます 谷川 俊太郎 他人だったのに。 糸井 重里

早朝始発の殺風景 青崎 有吾 牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 内館 牧子

『星の旅人』 小前 亮 跳ぶ男 青山 文平 お金がない! 赤瀬川 原平 ほか
酔象の流儀 赤神 諒 80歳のマザーグース 桐島 洋子
珠玉 彩瀬 まる ん!? 宮藤 官九郎
コヨーテの翼 五十嵐 貴久 惰性と思考 外山 滋比古

たぬきのおもち せな けいこ 青炎の剣士 乾石 智子 ズレてる、私!? 中野 翠
まめとすみとわら せな けいこ 夏の戻り船 今村 翔吾 雑品屋セイゴオ 松岡 正剛

砂に書いた名前 赤川 次郎 まめまきできるかな すとう あさえ 月まで三キロ 伊与原 新 海苔と卵と朝めし 向田 邦子
らくだい記者と白雪のドレス あんびる やすこ つちをほらなくなったスチームショベル ジョージ・ウォルターズ 麒麟児 冲方 丁 湯けむり行脚 池内 紀
おねえちゃんって、まいにちはらはら! いとう みく おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ!? トロル 帰去来 大沢 在昌 東海道ふたり旅 池内 紀
ハニーのためにできること 楠 章子 去年の木 新美 南吉 青二才の意地 沖田 正午 夢見た自分を取り戻す 井上 智
ぼくのなまえはユウユウ 小手鞠 るい とろとっと 内田 麟太郎 この地上において私たちを満足させるもの 乙川 優三郎 さよならわたしのおかあさん 吉川 景都
たまねぎとはちみつ 瀧羽 麻子 さるのてぶくろ 花岡 大学 海近旅館 柏井 壽
いいね! 筒井 ともみ ねこのオーランドーたのしい日々 キャスリーン・ヘイル 本好きの下剋上　第4部[5] 香月 美夜 『お金がない!』 赤瀬川 原平 ほか
ゆかいな床井くん 戸森 しるこ 歯のえほん エドワード・ミラー エースの遺言 久和間 拓
もしも、この町で　2 服部 千春 ムーミントロールと氷のおまつり トーベ・ヤンソン 人外サーカス 小林 泰三
火狩りの王　1 日向 理恵子 わたしのおじさんのロバ トビー・リドル テレビ探偵 小路 幸也
百物語　5 日本児童文学者協会 御内儀の業 鈴木 英治
消えた黒猫は知っている 藤本 ひとみ 『去年の木』 新美 南吉 エイリア綺譚集 高原 英理
俳句ガール 堀 直子 姫君の賦 玉岡 かおる
あなたの本 緑川 聖司 則天武后　上・下 塚本 青史
はらぺこペンギンのぼうけん 吉野 万理子 ピーク 堂場 瞬一
昨日のぼくのパーツ 吉野 万理子 カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 長野 まゆみ 星をかすめる風 イ ジョンミョン
ミオととなりのマーメイド　4 ミランダ・ジョーンズ 私に付け足されるもの 長嶋 有 ショウコの微笑 チェ ウニョン
ぼくはくまですよ フランク・タシュリン 漱石の記憶 夏目漱石記念年100人委員会 すべての、白いものたちの ハン ガン
オポッサムはないてません フランク・タシュリン リトルガールズ 錦見 映理子 四つの福音書の物語 F.W.クロフツ
ジュリアが糸をつむいだ日 リンダ・スー・パーク ゴールデン街コーリング 馳 星周 おやすみの歌が消えて リアノン・ネイヴィン
暗号クラブ　14 ペニー・ワーナー 外科室 泉 鏡花 つくもがみ笑います 畠中 恵 拳銃使いの娘 ジョーダン・ハーパー
くろグミ団は名探偵 ユリアン・プレス トリガー いとう みく さよならの夜食カフェ 古内 一絵 言葉人形 ジェフリー・フォード

わたしを決めつけないで 小林 深雪 女警 古野 まほろ 精神病院の殺人 ジョナサン・ラティマー
Re:ゼロから始める異世界生活　18 長月 達平 蟻の棲み家 望月 諒子 凍 トーマス・ベルンハルト

夢十夜 夏目 漱石 亜細亜の曙 山中 峯太郎 ミッテランの帽子 アントワーヌ・ローラン

5分後に意外な結末ex 桃戸 ハル 本と鍵の季節 米澤 穂信 なにもない カルメン・ラフォレット

『外科室』 泉 鏡花 『つくもがみ笑います』 畠中 恵 『おやすみの歌が消えて』 リアノン・ネイヴィン

幸せの排泄コミュニケーション 和田 智代

『はらぺこペンギンのぼうけん』　吉野 万理子

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

出雲屋では、清次とお紅、跡取りの十夜とつ
くもがみたちが仲良く暮らしていた。大江戸屛
風に迷い込んだり、幽霊退治にかり出された
り、退屈しらずの毎日で…。あやかしファンタ
ジー第3弾。『小説野性時代』連載を書籍化。 

12/21～1/23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から予約ができます。 

兄のアンディが「じゅうげき犯」に殺された。
ママもパパも、すべてが変わってしまった世
界で、ひとりぼっちになったザックは、アン
ディのクロゼットを秘密基地にし…。銃乱射事
件を6歳の子供の視点から描いた長編小説。 

エ ッ セ イ 

外 国 の 文 学 

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 2月号 

行方知れずの父を探すため、少年は伊能隊
と共に旅をする…。伊能忠敬の足跡を、少
年の視点で描く歴史読み物。伊能忠敬の生
い立ちや、時代背景、当時の風俗、測量技
術の進化など、解説ページも充実。 

氷の大地に生まれたフクフクは、迷子になっ
たり、カモメと戦ったりしながら、成長してい
き…。コウテイペンギンのフクフクの物語。
「ペンギンのまめちしき」も収録。おはなしを
楽しみながら動物にくわしくなれるシリーズ。 

子 育 て 支 援 

不朽の名作が、いま新たによみがえる-。
泉鏡花の小説「外科室」と、ホノジロトヲジ
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。 

あるところに仲良しの大きな木と、一羽の小
鳥がいました。冬が近づくと小鳥は南へ飛
んでいき、春に再び、木を訪ねてやってくる
と、そこには切り株が残っているだけ。ひどく
悲しんだ小鳥が、木の行方を探すと…。 

ボーナス、散財、貸し借り、ギャンブル…。お
金は人生にとって、どれだけ重要か? 夢野久
作、水木しげる、太宰治、酒井順子といった
古今の書き手による、お金にまつわる選りす
ぐりのエッセイ、小説など全29篇を収録する。 

おにのおにいさん、おにくが大好き。今日は
節分。おにだとばれないように、人間に変装
してレストランに出かけます。でも、町は「お
に」がつく言葉でいっぱい! 無事に大好きな
おにくを食べられるかな? ことばあそび絵本。 



知っておきたい法事・仏事のすべて 主婦の友社 みんなのストレッチ フィジカルトレーナー協会

今を生きるための密教 本田 不二雄 野村メモ 野村 克也
プラハの子ども像 早乙女 勝元 対訳読売新聞「編集手帳」 読売新聞

相棒　season16下 輿水 泰弘 平氏が語る源平争乱 永井 晋 世界の美しい橋 パイインターナショナル 特派員直伝とらべる英会話　続 読売新聞国際部
怪盗鼠推参　3 稲葉 稔 天皇<125代>の歴史 山本 博文 天井美術館 五十嵐 太郎
魔女の封印　上・下 大沢 在昌 ブラタモリ　16・17 NHK「ブラタモリ」制作班 宇宙飛行士に聞いてみた! ティム・ピーク
未だ行ならず　上・下 佐伯 泰英 秒でわかる!最強の家事 かずのすけ
鬼役　25 坂岡 真 『平氏が語る源平争乱』 永井 晋 トコトンやさしい紙と印刷の本 前田 秀一 これからの働き方を哲学する 小川 仁志
酒処あやめ 酒処 のん平 ふたり暮らしのつくり方 saori 経費で落ちる領収書大全 石渡 晃子
新・浪人若さま新見左近　2 佐々木 裕一 わたしの「ひとり暮らし」ルール インプレス書籍編集部 成功するクラウドファンディング 小田 恭央
1968三億円事件 日本推理作家協会 定年後に必要なお金「新・基本のキ」 丸山 晴美 退職・転職を考えたらこの1冊 岡田 良則
成就 鳥羽 亮 還暦着物日記 群 ようこ 就職四季報　2020年版 東洋経済新報社
湯島天神坂 お宿如月庵へよう　三日月の巻 中島 久枝 素材とモチーフで楽しむ布小物 花岡 瞳 行列のできる奇跡のケーキ屋さん 大濱 史生
ペンギン鉄道なくしもの係リターンズ 名取 佐和子 かわいい野菜とフルーツがいっぱい 前田 智美 小池芳子のこうして稼ぐ農産加工 小池 芳子
脳科学捜査官真田夏希　3 鳴神 響一 のばしゆらし体操 橋本 はづき どんな人にも大切な「売る力」ノート 津田 晃
炎の岳(やま) 樋口 明雄 栄養が溶け込んだおいしいスープ 阪下 千恵 名作コピーの時間 宣伝会議書籍編集部
「御宿かわせみ」ミステリ傑作選 平岩 弓枝 地図で見るインドハンドブック イザベル・サン=メザール やせる!健康になる!いわし缶レシピ 工藤 孝文
裏切り 藤井 邦夫 日本進化論 落合 陽一 チョコレートのお菓子 坂田 阿希子
編集者ぶたぶた 矢崎 存美 世界人権宣言 シェーヌ出版社 おいしい珈琲を自宅で淹れる本 富田 佐奈栄
鴨ぱりぱり 和田 はつ子 米中衝突 手嶋 龍一 小学生のおかたづけ育 Emi
クロストーク コニー・ウィリス カジノミクス 大門 実紀史 子どもと食べたい作りおきおかず 中村 美穂
烙印　上・下 パトリシア・コーンウェル NEXT GENERATION BANK 若林 恵

フランス人は「老い」を愛する 賀来 弓月 『還暦着物日記』 群 ようこ
『クロストーク』 コニー・ウィリス この先をどう生きるか 藤原 智美

子どもの翼に未来をのせて 吉野 啓一
子どもの「困った」が才能に変わる本 田嶋 英子
たっぷり!年中行事シアター ひかりのくに編集部 ネットトラブルの法律相談Q&A 神奈川県弁護士会IT法研究会

陰陽五行でわかる日本のならわし 長田 なお 実用六法　平成31年版 上妻 博明
ラッピングアイデアブック オギハラ ナミ リーガルスタディー現代法学入門 村田 彰
米中「AI大戦」 兵頭 二十八 有利に解決!離婚調停 飯野 たから

相続と遺言のことならこの1冊 石原 豊昭

『ラッピングアイデアブック』 オギハラ ナミ 図解誰でもできる石積み入門 真田 純子 図解による民事訴訟のしくみ 神田 将
鳥取藩の御蔵所:事件簿 佐々木 靖彦 自然栽培　Vol.17 木村 秋則 住宅ローンのしくみがわかる本 楯岡 悟朗
ココミル　松江 出雲 JTBパブリッシング 知っておいしいハーブ事典 伊嶋 まどか 相続税の申告が自分でできる本 益子 良一
るるぶ山陽山陰ベスト　'20 JTBパブリッシング ツウになる!紅茶の教本 磯淵 猛 届け出だけでもらえるお金 井戸 美枝
鳥取・島根のリーディング企業　２０１８ メリット フェンネル 川合 貴雄 逐条解説・消費者契約法 消費者庁消費者制度課

妖怪たちのいるところ 水木 しげる 猫と一緒に生き残る防災BOOK 猫びより編集部 職場のハラスメント 中井 智子
国宝松江城 山陰中央新報社出版部 ジャパンモチーフグラフィックス パイインターナショナル

水木しげる KAWADE夢ムック 日本交通史 児玉 幸多

『妖怪たちのいるところ』 水木 しげる 世界を変えた科学者たち ジョン・ファーンドン ボケてる暇はありません!! 渡辺 正樹
数学大百科事典 蔵本 貴文 オリーブオイルで認知症予防 白澤 卓二
次元のすべて ニュートンムック 私の介護八年 大橋 悦子
「高校の化学」が一冊でまるごとわかる 竹田 淳一郎 認知症がやってきた! 酒井 章子
図解よくわかる屋内測位と位置情報 西尾 信彦
人類との遭遇 イ・サンヒ 『認知症がやってきた!』 酒井 章子
驚異の再生医療 上田 実
発達障害 崎濱 盛三
美味しい食育レシピ 小嶋 隆三

国家と教養 藤原 正彦 ハーブ図鑑 ジェニー・ハーディング 名画と解剖学 原島 広至
読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤 孝 怖いへんないきものの絵 中野 京子
江戸の古本屋 橋口 侯之介 『世界を変えた科学者たち』 ジョン・ファーンドン 絵本作家のブルース 長谷川 義史
京都・大阪・神戸マニアック博物館 町田 忍 基本が身につく書道の教科書 青山 浩之
進駐軍がいた頃 長谷川 卓也 カメラ1年生　iPhone・スマホ写真編 矢島 直美
日本人と<戦後> 木村 倫幸 てのひらのえんぎもの 佐々木 一澄 高齢者の手あそび・指あそび&足体操 原田 律子
明日はきっと、いい日になる。 『PHP』編集部 ヒットソングを創った男たち 濱口 英樹 思い出し脳活テスト ど忘れ現象を防ぐ会
神社のおしえ 神田明神 上方らくごの舞台裏 小佐田 定雄 病気の9割は歩くだけで治る!　PART2 長尾 和宏

『知っておいしいハーブ事典』　伊嶋 まどか

『これからの働き方を哲学する』　小川 仁志

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 

文 庫 ・ 新 書 技 術 ・ 家 庭 

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学 

画期的な脳外科手術により、恋人同士が気
持ちをダイレクトに伝え合うことが可能に
なった社会。ボーイフレンドのトレントとの愛
を深めるため処置を受けたブリディは、とん
でもない相手と接続してしまい…!? 

郷 土 

「幾何学の父」ユークリッド、「解剖学の創始
者」ヴェサリウス、「遺伝学の祖」メンデル、
「不運な螺旋構造発見者」フランクリン…。業
績から人間性まで、世界を変えた科学者たち
を紹介し、科学領域における歴史をたどる。 

妖怪が出没する場所、死後の世界への道、家
に棲む霊…。水木しげるの美しい妖怪画を、妖
怪学の第一人者・小松和彦が民俗学の観点か
ら文章化。21枚の未発表原画と、165体の妖怪
解説を収録したオールカラーのアートブック。 

古代から人々の生活に欠かせない存在だっ
たハーブについて知り、さらに日々のなかで
利用してみましょう。基本的なハーブ100種類
を50音順に並べて、各ハーブの写真とともに、
特徴や基礎知識、利用方法を解説します。 

家出回数、約2340回。徘徊距離、約3000km
以上。真面目になんかやってられへん! 笑っ
てしまえ! 認知症の母と暮らして10年の著者
が、修羅場のような年月を知恵と工夫とアイ
デアで乗り越えた介護奮闘記。 

「平家物語」を中心に、富士川から壇ノ浦ま
での経過を詳述。軍事制度の変遷、武人と
してのあり方の違い、後白河院の関与、戦
争目的の変化などを、平氏の視点から描く。 

健 康 長 寿 

働き方改革、AI vs 人間の未来…。考えるヒ
ントは「哲学」にある! 元フリーターの哲学者
が、これからどう働き、そしてどう休むのか、
具体的なアイデアを紹介。働き方のヒントに
したい労働論なども解説する。 

ラッピングの基本となるかんたんな包み方
から、フードラッピング、雑貨ラッピング、ア
ニバーサリーラッピングまで、オリジナリティ
あふれるキュートなラッピングを紹介する。 

着物嫌いの愛猫、五月から汗ばむ異常気象、
迫りくる老後…あらゆる困難を乗り越えて、今
日も着物を愛す。群ようこによる、大人の和
装エッセイ。着物、帯、小物の置き撮り写真も
豊富に掲載する。 
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