
どう解く? やまざき ひろし ゆうえんちでなんでやねん 鈴木 翼
かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ アニマルズ エマ・ドッズ
古い道具と昔のくらし事典 内田 順子 はるをつかまえたうさぎちゃん 延原 清子
ジュニア空想科学読本　13 柳田 理科雄 はじめてのがっこう フルール・ウリー
宇宙図鑑 藤井 旭 おにいちゃんさんかんび くすのき しげのり
四季の星座図鑑 藤井 旭 どうぶつまねっこたいそう 大森 裕子
星の神話・伝説図鑑 藤井 旭 飛行機しゅっぱつ! 鎌田 歩
星空図鑑 藤井 旭 恐竜トリケラトプスはじめてのたたかい 黒川 みつひろ
シートン動物記　上巻・下巻 シートン ひとりぼっちのつる 椋 鳩十
じぶんでよめるのりものずかん 成美堂出版編集部 さやかちゃん くすのき しげのり 友達以上探偵未満 麻耶 雄嵩
季節と行事のおりがみくらぶ 新宮 文明 うでのいいくつや くすのき しげのり 集団探偵 三浦 明博
二人でなら、世界一になれる! 光丘 真理 消えた断章 深木 章子
15才までに語彙をあと1500増やす本 福田 尚弘 『おにいちゃんさんかんび』 くすのき しげのり 居酒屋ぼったくり　9 秋川 滝美 鵺 三田 完

わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子 風は西から 村山 由佳

『星の神話・伝説図鑑』 藤井 旭 アンダーカバー 麻生 幾 ふたりみち 山本 幸久
爽年 石田 衣良 凶犬の眼 柚月 裕子
月の炎 板倉 俊之 雪割草 横溝 正史
コンタミ 伊与原 新 亡霊の柩 吉田 恭教

おべんとうしろくま 柴田 ケイコ テュポーンの楽園 梅原 克文 悲体 連城 三紀彦
だんごむしのおうち 澤口 たまみ 江國香織童話集 江國 香織 地下にうごめく星 渡辺 優
ぜったいいぬをかうからね ローレン・チャイルド 青春のジョーカー 奥田 亜希子

怪盗レッド　14 秋木 真 はじめてのはじまり 中川 ひろたか 庭 小山田 浩子 『ふたりみち』 山本 幸久
ぼくはなんでもできるもん いとう みく ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ ゆみこ 隣のずこずこ 柿村 将彦
なきむし いまむら あしこ さよならともだち 内田 麟太郎 本好きの下剋上　第4部[2] 香月 美夜
モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉 幸子 チトくんとにぎやかないちば アティヌーケ 確率捜査官御子柴岳人　[3] 神永 学
みんなのおばけずかん 斉藤 洋 はるのごほうび 内田 麟太郎 ウィステリアと三人の女たち 川上 未映子
波うちぎわのシアン 斉藤 倫 あのとき、そこにきみがいた。 やじま ますみ 小萩のかんざし 北村 薫
痛快!天才キッズ・ミッチー 宗田 理 バナナおいしくなーれ 矢野 アケミ じっと手を見る 窪 美澄
4ミリ同盟 高楼 方子 もしぼくが本だったら ジョゼ・ジョルジェ・レトリア 豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知 淳
その景色をさがして 中山 聖子 AIのある家族計画 黒野 伸一
奇譚ルーム はやみね かおる 『バナナおいしくなーれ』 矢野 アケミ 罪人が祈るとき 小林 由香 みんな昔はこどもだった 池内 紀
魔女バジルと魔法の剣 茂市 久美子 震える教室 近藤 史恵 物語のなかとそと 江國 香織
スターライト号でアドリア海へ 山下 明生 オリンピックへ行こう! 真保 裕一 学はあってもバカはバカ 川村 二郎
おかわりへの道 山本 悦子 いのちがけ 砂原 浩太朗 木皿食堂　3 木皿 泉
アーサー王の世界　3 斉藤 洋 トッカン 高殿 円 花のいのち 瀬戸内 寂聴
ひとりじゃないよ、ぼくがいる サイモン・フレンチ 卑弥呼の葬祭 高田 崇史 老いを生きる覚悟 曽野 綾子
ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ 敗れども負けず 武内 涼 戀愛譚 東郷 青児
パディントン、映画に出る マイケル・ボンド 祈りのカルテ 知念 実希人 犬棒日記 乃南 アサ
ぼくのパパは一本足 フランチェスコ・メニケッラ 青空と逃げる 辻村 深月 恨みっこなしの老後 橋田 壽賀子
ふしぎの花園シスターランド サラ・シムッカ よろず占い処陰陽屋開店休業 天野 頌子 悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山 七里 不倫のオーラ 林 真理子

5分後に恋するラスト エブリスタ 小屋を燃す 南木 佳士 最後まで、あるがまま行く 日野原 重明

『みんなのおばけずかん』 斉藤 洋 5分後に笑えるどんでん返し エブリスタ ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月 隆文 ご機嫌な習慣 松浦 弥太郎
仮面シンドローム 長江 優子 草薙の剣 橋本 治 100歳。今日も楽しい 吉沢 久子
Re:ゼロから始める異世界生活　16 長月 達平 魔力の胎動 東野 圭吾 100歳のほんとうの幸福 吉沢 久子

都会(まち)のトム&ソーヤ　15 はやみね かおる わかって下さい 藤田 宜永 「五足の靴」をゆく 森 まゆみ
自分コンプレックス みうら かれん 湖畔の愛 町田 康 小保方晴子日記 小保方 晴子
春の旅人 村山 早紀 ありがとうって言えたなら 瀧波 ユカリ

『悪徳の輪舞曲(ロンド)』 中山 七里
『都会(まち)のトム&ソーヤ 15』 はやみね かおる 『恨みっこなしの老後』 橋田　壽賀子

たまひよ女の子のしあわせ名前事典 たまごクラブ
たまひよ男の子のしあわせ名前事典 たまごクラブ
孫ができたらまず読む本 宮本 まき子
ママがんばらないで離乳食 森崎 友紀

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

少年犯罪の過去がある弁護士・御子柴の母が、
夫殺害の容疑で逮捕された。弁護を引き受け
るが、名を変え、過去を捨てた御子柴は、肉親
とどう向き合うのか。そして母も殺人者なのか
…。『メフィスト』連載を単行本化。 

3/26～4/25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。 

イヤな頼まれごとを断る術。老いを自覚せ
ず、ミエを張り続けることの危険性。人間関
係をスッキリさせるお金の使い方…。92歳現
役脚本家が、七転び八起きの末にたどりつ
いた「自分を楽にする」生き方を綴る。 

エ ッ セ イ 

ヤングアダルトコーナー 
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あたらしく入った本 
平成30年 5月号 

自販機の取り出し口に見える赤い缶のような
もの。「もらっちゃえ」と思って手を入れると、
赤いものが絡みついてきて…。「あっかん
べぇ」「ドクターいえろう」など、子どもたちが
考えたおばけが出てくる話全8話を収録。 

昔の人々は、星の誕生したわけや宇宙
の存在について、さまざまな伝説や神話
を語り伝えてきた。星空にまつわる「宇
宙の不思議物語」を紹介しながら、現代
天文学が明らかにしつつある新しい宇
宙の姿も楽しめるガイド。 

子 育 て 支 援 

バナナがおいしくなるおまじない、知ってる
かな? 「バナンチョ バナンチョ おいしくな～
れ!」と言うと…。 
あれ～!? さあ、おいしいバナナ、たべられ
るかな? 

定期テストが終わったばかりの、のんびりした雰
囲気の中学校に、2人の教育実習生がやってき
た。ナイスバディの美人(?)と、もうひとりはあの
ゲームクリエイター集団のメンバー?! にわかに、
あぶない予感が…。 

今日は幼稚園に通う妹の参観日。急用で両
親が行けなくなってしまったため、シンタロウ
が代わりに参観に行くことになりました。妹
ががっかりしないよう、他のお父さんやお母
さんよりも上手に折り紙を折ろうと頑張りま
すが…。 

ひょんなことで負った借金のため、67歳でド
サ回りに復帰することになった昭和歌謡の
元歌手、ゆかり。知り合った12歳の家出少
女・縁が、なぜかゆかりの後をついて来る。
いつしかふたりは固い絆で結ばれていき…。 



人生はおもしろがった人の勝ち 萩本 欽一
体が硬い人のための柔軟教室 石井 直方
はじめての茶の湯 千 宗左

誘拐犯はカラスが知っている 浅暮 三文 Googleサービス完全マニュアル 桑名 由美 鉄道とトンネル 小林 寛則 史上初の詰飛車問題集 石田 直裕
永代橋の乱 稲葉 稔 教養読書 福原 義春 はじめての今さら聞けないFacebook 金城 俊哉 ひふみんの将棋の一二三 津江 章二
雌雄の決 上田 秀人 進む、書籍PR! 奥村 知花 一生モノの知恵袋 主婦の友社
江戸川乱歩作品集　3 江戸川 乱歩 ファクトチェックとは何か 立岩 陽一郎 あたらしい着物の教科書 木下着物研究所 『人生はおもしろがった人の勝ち』 萩本 欽一
女ともだち 村山 由佳 集中力のひみつ 伊藤 丈恭 下田直子手芸のイデー 下田 直子
わるじい秘剣帖　10 風野 真知雄 冥途のお客 佐藤 愛子 かぎ針あみでトート&がま口 川路 ゆみこ
稲妻の俠(おとこ) 喜安 幸夫 悩む人ほど強くなる 斎藤 茂太 着物の日のボブ&ショートアレンジ 鈴木 富美子
売笑 小杉 健治 弘兼流「ひとり力」で孤独を楽しむ 弘兼 憲史 グレイヘアという選択 主婦の友社
秋霖やまず 佐伯 泰英 奇妙な同盟　1・2 ジョナサン・フェンビー クックパッド☆栄養士のれしぴ　3 上地 智子
赤銅色の士 鈴木 英治 古墳時代の国家形成 下垣 仁志 きほんのおかずと毎日の献立 上島 亜紀
北の武士たち・狼奉行 高橋 義夫 考える江戸の人々 柴田 純 haru_mi　vol.47(2018春) 栗原 はるみ
はなの味ごよみ 高田 在子 近世の巨大地震 矢田 俊文 主役は、ごちそうおにぎり Tesshi
鯖猫長屋ふしぎ草紙　4 田牧 大和 昭和の東京 宮崎 廷 旬を楽しむ梅しごと 山田 奈美 いい経営理念が会社を変える 坂本 光司
田舎教師 田山 花袋 本当にあった15の心あたたまる物語 キャサリン・バーンズ いちばん見やすい!作りおきべんとう 結城 寿美江 日本一社員が辞めない会社 小池 修
入り婿侍商い帖　3 千野 隆司 ヤミーさんのぐるまぜパン 介護離職から社員を守る 佐藤 博樹
闇の叫び 堂場 瞬一 『進む、書籍PR!』 奥村 知花 大人の授かりBOOK 加藤 貴子 システムの問題地図 沢渡 あまね
蟷螂の男 鳥羽 亮 入社1年目女子仕事のルール 平原 由紀子
奥州乱雲の剣 鳥羽 亮 『主役は、ごちそうおにぎり』 Tesshi 図解仕事の基本社会人1年生大全 北條 久美子
なさけ 西條 奈加 二〇代で再就職したいキミへ 学情「Re就活」編集部

死なせない屋 七尾 与史 顧客は展示会で見つけなさい 弓削 徹
黒十手捕物帖　[3] 鳴海 丈 自然を楽しんで稼ぐ小さな農業 マルクス・ボクナー
悲終伝 西尾 維新 営業1年目の教科書 菊原 智明
ブリザード 早見 俊 奇跡は自分で起こせ! 佐藤 正幸
ラプラスの魔女 東野 圭吾 1枚で情報を伝えるデザイン パイインターナショナル

R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室　ACT2 古野 まほろ 宣戦布告 小川 榮太郎 チラシの教科書 中山 マコト
街は謎でいっぱい 光文社文庫編集部 アメリカ政治史 久保 文明 お客をつかむウェブ心理学 川島 康平
黄砂の進撃 松岡 圭祐 辺境中国 デイヴィッド・アイマー ハーブのすべてがわかる事典 ジャパンハーブソサエティー スポーツを仕事にするという選択 池上 達也
白石城死守 山本 周五郎 むらの困りごと解決隊 農山漁村文化協会 暦でわかる園芸作業 山田 幸子
医療捜査官一柳清香 六道 慧 経済用語イラスト図鑑 鈴木 一之 もっともくわしい植物の病害虫百科 根本 久 『奇跡は自分で起こせ!』 佐藤 正幸
ダ・フォース　上・下 ドン・ウィンズロウ 美の日本 伊藤 氏貴 はじめての野菜づくり12か月 板木 利隆
パーソナル　上・下 リー・チャイルド 災害ボランティア入門 山本 克彦 超図解野菜の仕立て方の裏ワザ 『やさい畑』菜園クラブ

18歳成人社会ハンドブック 田中 治彦 はじめての収穫キッチンガーデン 庭野 省三

『街は謎でいっぱい』 光文社文庫編集部 英雄たちの食卓 遠藤 雅司 はじめてのバラとつるバラ 村上 敏
英国一家、日本をおかわり マイケル・ブース しかけに感動する「京都名庭園」 烏賀陽 百合
お稲荷さんの正体 井上 満郎 家庭でできる!芝生とグラウンドカバー 主婦の友社

どんな災害でもネコといっしょ 徳田 竜之介
犬房女子 藤崎 童士
失われた国鉄・JR駅 西崎 さいき

ここが一番おもしろい理系の話 おもしろサイエンス学会 骨粗鬆症 石橋 英明
面白くて眠れなくなる物理パズル 左巻 健男 『犬房女子』 藤崎 童士 おかずレパートリー腎臓病 菅野 義彦
ツツジ・シャクナゲハンドブック 渡辺 洋一 がんと生きる 小橋 建太

野蛮なアリスさん ファン ジョンウン いきもの人生相談室 小林 百合子
新しきイヴの受難 アンジェラ・カーター 子どもに効く栄養学 中村 丁次
マザリング・サンデー グレアム・スウィフト 自分で治す!腱鞘炎 高林 孝光
乗客ナンバー23の消失 セバスチャン・フィツェック 完全図解坐骨神経痛のすべて 田村 睦弘 老けない体をつくる新習慣 山田 豊文
おばあちゃんのごめんねリスト フレドリック・バックマン 一日の体調を整える朝のヨガ サントーシマ香 活発脳をつくる60歳からのおりがみ 古賀 良彦
ラテンアメリカ傑作短編集　続 野々山 真輝帆 日本の食材図鑑 レジア はじめての健康マージャン 日本健康麻将協会
最後に鴉がやってくる イタロ・カルヴィーノ
失われた手稿譜 フェデリーコ・マリア・サルデッリ 『いきもの人生相談室』 小林 百合子 自由に描く和紙ちぎり絵 田中 悠子 『老けない体をつくる新習慣』 山田 豊文

ターシャ・テューダーへの道 食野 雅子
消しゴムはんこスペシャルBOOK mizutama
明日へ 日本童謡協会
初代「君が代」 小田 豊二

渡辺 貞幸 半分、青い。　Part1 北川 悦吏子

出雲王と四隅突出型墳丘墓 西谷墳墓群

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 

幅広く活躍を続ける日本ミステリー文学大賞新
人賞受賞作家による珠玉のアンソロジー。大石
直紀、岡田秀文、新井政彦、望月諒子、嶺里俊
介の5名が「街」をテーマに競作。味わい深い短
編ミステリー5編を収録。 

郷 土 
ハゲへの恐怖、夫婦の倦怠期、子どもの偏食、ブ
ラック企業…。なぜ人間はこうも悩むのか? 現代社
会よりはるかに厳しい野生の世界で生きる動物の
生態や行動を紐解き、そこから人間の悩みを解決
するヒントを探る。 

一冊一冊の感動を届ける仕事とは? 本を売り込む
「書籍PR」という肩書をもつ著者が、どんな仕事か
を説明し、これまで自身が経験してきたことを紹介。
思い出深い担当作品やエピソードも収録する。 

朝ごはんに、お弁当に、運動会や遠足に。大好き
な具は、何ですか? 人気デリスタグラマーが、具
だくさんなのに崩れない絶妙なバランスの「ごち
そうおにぎり」と、つまみのポテトサラダ、シメの
ホットサンドのレシピを紹介。 

2013年春、動物愛護法改正に伴い、熊本県
動物管理センターで働き始めた玲と和美。ガ
ス室での殺処分が漫然と続く職場で、犬猫
たちを救おうと奮闘するふたりだが…。犬猫
殺処分施設のリアルを描いたノンフィクション。 

山の中の何の変哲もない、ごくごくありふれた
田舎の寿司屋を、寿司が好きな人が日本中か
らやってくる寿司屋にしたい。新潟県八海山の
麓の寿司屋を、繁盛店になるまで立て直した
戦略と戦術、身につけた経営の教訓を公開す
る。 

おもしろく生きることに、年齢は関係ない。いく
つになろうが、おもしろく生きようと思えば、おも
しろく生きられる。73歳で大学生になった萩本
欽一が、一度きりの人生を楽しむコツを紹介す
る。 

健 康 長 寿 

健康で長生き、そして老けない体づくりのた
めに、正しい知識を学びましょう。「細胞環境
デザイン学」の考え方を中心に、細胞が喜ぶ
食事、運動などの生活習慣を紹介します。体
内年齢がわかる診断チェック表も掲載。 


