
よのなかルールブック 高濱 正伸 ひつじぱん（英語版） あきやま ただし
旅からわかる江戸時代　1～3 深光 富士男 きんたろう 堀切 リエ
羽生善治 金田 達也 あのねこは 石津 ちひろ
お仕事ナビ　19 お仕事ナビ編集室 もういいかい 岡野 薫子
密着!お仕事24時　1～3 高山 リョウ さくらもちのさくらこさん 岡田 よしたか
こどものための防災教室 今泉 マユ子 ちいさなエリオット たまにはとおくへ マイク・クラトウ
つらら 細島 雅代 おおかみのこがはしってきて 寮 美千子
ようこそ!葉っぱ科学館 多田 多恵子 あるひありのアントニオくん 石津 ちひろ
だれの手がた・足がた? 有沢 重雄 くまげらのはる 手島 圭三郎
最新!リサイクルの大研究 田崎 智宏 モグラのねがいごと ブリッタ・テッケントラップ 博奕のアンソロジー 冲方 丁
はたらくじどう車くらべ　3 国土社編集部 W県警の悲劇 葉真中 顕
電気・ガスはどこから来るのか? 江田 健二 『さくらもちのさくらこさん』 岡田 よしたか DRY 原田 ひ香
にぎっておいしいきほんのおにぎり 寺西 恵里子 世界推理短編傑作集　3 イーデン・フィルポッツ ほか 美女と竹林のアンソロジー 阿川 せんり
日本の産業大事典 藤田 晃之 夏井いつきの俳句ことはじめ 夏井 いつき 東京の子 藤井 太洋
どんどん!どんぐり工作　3 まるばやし さわこ 永遠の詩情 森村 誠一 終末少女 古野 まほろ
故事成語キャラクター図鑑 深谷 圭助 発現 阿部 智里 この道 古井 由吉
どうぶつABCえほん 安江 リエ だから殺せなかった 一本木 透 歌舞伎町ゲノム 誉田 哲也
ぞうさん まど みちお ディアガール エイミー・クラウス・ローゼンタール 夢も見ずに眠った。 絲山 秋子 絵師の魂 渓斎英泉 増田 晶文

すきですゴリラ アンソニー・ブラウン あちらにいる鬼 井上 荒野 1R1分34秒 町屋 良平
どうぶつABCえほん 安江 リエ 天命 岩井 三四二 千里の向こう 簑輪 諒
数字はわたしのことば シェリル・バードー ニムロッド 上田 岳弘 まつらひ 村山 由佳
介助犬レスキューとジェシカ ジェシカ・ケンスキー 月虹の夜市 折口 真喜子 散歩するネコ 群 ようこ
こんとん 夢枕 獏 オーディションから逃げられない 桂 望実 名もなき星の哀歌 結城 真一郎
おとうさん・パパ・おとうちゃん（英語版） みやにし たつや そして旅にいる 加藤 千恵 いのちの人形 横関 大
かんぺきなこども ミカエル・エスコフィエ スイート・マイホーム 神津 凛子 雷雲の龍 吉川 永青

お出かけは<13日の金曜日> 赤川 次郎 えらいこっちゃのいちねんせい かさい まり 怪物の木こり 倉井 眉介 吹上奇譚　第2話 吉本 ばなな
バドミントン★デイズ 赤羽 じゅんこ クマさんのいえへいかなくちゃ! ブライアン・リーズ ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 鴻池 留衣 逃げろ、手志朗 吉森 大祐
ゆきのひのだんまりうさぎ 安房 直子 スクエア 今野 敏 殺人鬼がもう一人 若竹 七海
6年1組黒魔女さんが通る!!　07 石崎 洋司 永田町小町バトル 西條 奈加
おばけのアッチ スパゲッティ・ノックダウン! 角野 栄子 駒音高く 佐川 光晴 『東京の子』 藤井 太洋
こぶたのタミーはじめてのえんそく かわの むつみ 指揮権発動 笹本 稜平
よわむしトトといのちの石 如月 かずさ 木曜日の子ども 重松 清
黒魔女さんの小説教室 石崎 洋司 プラスチックの祈り 白石 一文
少女は森からやってきた 小手鞠 るい とまり木 周防 柳
カンガルーがんばる! 佐川 芳枝 わるもん 須賀 ケイ
やぎこ先生いちねんせい ななもり さちこ 戦場のレビヤタン 砂川 文次
ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中 居た場所 高山 羽根子
レオたいせつなゆうき 村上 しいこ 脱・呪縛 鎌田 實 ほとほと 高樹 のぶ子
おおあたり! もとした いづみ きみを変える50の名言 佐久間 博 まよなかの青空 谷 瑞恵 私が作家になった理由(わけ) 阿刀田 高
古代ローマ黄金のワシ メアリー・ポープ・オズボーン 漁師になるには 大浦 佳代 あなたのためなら 田牧 大和 白秋期 五木 寛之
ふしぎなようせい人形 ルーマー・ゴッデン スポーツで働く 谷 隆一 鳥籠の小娘 千早 茜 作家のおしごと 五木 寛之
ハートウッドホテル　2 ケイリー・ジョージ 小論文の超書き方講座 石橋 知也 新宿の猫 ドリアン助川 人生後半、はじめまして 岸本 葉子
さらわれたオレオマーガリン王子 マーク・トウェイン 中学生のためのスイーツの教科書 おかやま山陽高校製菓科 ふたたび嗤う淑女 中山 七里 次の人、どうぞ! 酒井 順子
ウィリーのぼうけん マーガレット・ワイズ・ブラウン RDG レッドデータガール 荻原 規子 神の島のこどもたち 中脇 初枝 私の後始末 曽野 綾子
幸福の王子 O.ワイルド ソードアート・オンライン　21 川原 礫 残りものには、過去がある 中江 有里 この先には、何がある? 群 ようこ
ふたご探偵　2 ペニー・ワーナー 邪馬台戦記　2 東郷 隆 マーダーズ 長浦 京 世界の家族/家族の世界 椎名 誠
イクバルの闘い フランチェスコ・ダダモ ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　3 クリス・コルファー 新章神様のカルテ 夏川 草介 和子の満洲抑留記 中井 和子

『カンガルーがんばる!』 佐川 芳枝 『きみを変える50の名言』 佐久間 博 『わるもん』 須賀 ケイ 『作家のおしごと』 五木 寛之

『故事成語キャラクター図鑑』　深谷 圭助

『かんぺきなこども』　　　　ミカエル・エスコフィエ

日 本 の 文 学 ・ 小 説 

硝子職人の父はいつの間にか「箕島家」か
らとり除かれてしまった。あるときから純子
は父の「コンセキ」を辿り始め…。日本のどこ
かに暮らす両親・三姉妹のちょっと歪んだ愉
快な日々を描く。『すばる』掲載を単行本化。 

1/24～2/20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。 

小説、作詞、コラム、インタビュー、対談、紀行
文…。五木寛之が半世紀以上にわたる作家と
しての歩みを振り返り、こだわりのジャンルと
作品を紹介しつつ創作活動への思いを語る。
1983年に行われた村上春樹との対談も収録。 

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 3月号 

正しく使える! 確かに身につく! おぼえておき
たい故事成語をキャラクター化。それぞれの
故事成語の意味や由来、使い方などを、
キャラクターたちが紹介する。故事成語“超
入門”図鑑。 

初めてできた友だち、ジャックとはぐれてし
まった、カンガルーの子ハリー。ところが
ジャックはカンガルーの天敵ディンゴの子で
…。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。「カンガルーのまめちしき」も
収録。 

子どもたちの寛容性や許容性を育む「心の
ビタミン」。山下泰裕、鈴木イチロー、大坂な
おみ、レディ・ガガ、タモリ、樹木希林…。「プ
ラス思考」を促す、スポーツ界・芸能界の著
名人の名言50を紹介する。 

マカロン夫妻の家に、ピエールというこども
がやって来ることになりました。最初のうち、
ピエールは「かんぺきなこども」にみえたの
ですが…。「家族」について考えさせられる、
フランスのユーモア絵本。 

2023年、東京。パルクール・パフォーマーを
15歳で引退し、何でも屋として生計を立てる
舟津怜は、失踪したベトナム人、ファムの捜
索を依頼され…。アフターオリンピックの日本
を描く。『文芸カドカワ』連載を加筆修正。 

さくらもちのさくらこさんは、ごきげんななめ。
「たのしいこと、なーんもないわ。こんな葉っ
ぱの服も、もういらーん!」と脱いで、ふてくさ
れて原っぱで寝ていると、やさしい風が吹
いてきて…。ナンセンスたべもの絵本。 



事典古代の祭祀と年中行事 岡田 莊司 最新決算書がよくわかる本　2019年版 奥村 佳史
日本史の探偵手帳 磯田 道史 コーチングの基本 鈴木 義幸
あなたとともに知る台湾 胎中 千鶴 シニア社員の活かし方・処遇の仕方 齋藤 清一

幽霊解放区 赤川 次郎 知識ゼロからの天皇の日本史 山本 博文 「エネルギー計画2050」構想 壽福 眞美 コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 渡瀬 謙
雨色の仔羊 麻見 和史 人生のなかに山があった 毛利 昭彦 都市空間の明治維新 松山 恵 「農企業」のムーブメント 小田 滋晃
小説あの日のオルガン 久保 つぎこ 南極ではたらく 渡貫 淳子 笑って!小屋作り 中山 茂大
キッドナッパーズ 門井 慶喜 トコトンやさしいレーザ加工の本 片山 聖二 『コーチングの基本』 鈴木 義幸
なんてこったい! 金子 成人 『南極ではたらく』 渡貫 淳子 わかる!使える!熱処理入門 田原 譲
泡沫の義 小杉 健治 日本を彩る香りの記憶 内野 花
奈緒と磐音 佐伯 泰英 ショコラ 土屋 公二
しのぶ草 篠 綾子 普通の服でおしゃれになれる あわの さえこ
試験に出ないQED異聞 高田 崇史 着せかえあみぐるみDOLL Miya
リベンジ 高杉 良 がま口を作る イシカワ カオル
縁切寺お助け帖 田牧 大和 コンロ1つで自炊Lesson 金丸 絵里加
分家の始末 千野 隆司 小鍋でいろいろアヒージョ 田村 つぼみ
哀しみの余部鉄橋 西村 京太郎 朝10分!中高生のラクチン弁当320 食のスタジオ ウェブサイトの著作権Q&A 雪丸 真吾
まさかまさか 野口 卓 もっと言ってはいけない 橘 玲 お菓子のかがく 津田 陽子 実用六法　平成31年版 加藤 晋介
はやぶさ新八御用帳　10 平岩 弓枝 神は詳細に宿る 養老 孟司 図解わかる相続・相続税 藤井 和哉
AIには殺せない 深谷 忠記 クルド人を知るための55章 山口 昭彦 労働・社会保険の手続マニュアル 川端 重夫
京都寺町三条のホームズ　11 望月 麻衣 絵でわかるマクロ経済学 茂木 喜久雄 年金のことならこの1冊 原 智徳
真夏の焼きそば 山口 恵以子 日本人の勝算 デービッド・アトキンソン あやしい催眠商法だましの全手口 ロバート・熊
種の起源 チョン ユジョン 平成はなぜ失敗したのか 野口 悠紀雄 ステップファミリーのきほんをまなぶ SAJ

伝達の整理学 外山 滋比古 スマホ・チルドレンもめごとSOS 富樫 康明

『キッドナッパーズ』 門井 慶喜 老後は非マジメのすすめ 立川 談慶 生活保護獲得ガイド 矢野 輝雄
祖父母学 大森 弘 環境法判例百選 大塚 直
アクセサリーの歴史事典　上 K.M.レスター
街角の昭和遺産 河畑 悠
社をもたない神々 神崎 宣武 ハダニ防除ハンドブック 國本 佳範

農家が教える鳥獣害対策あの手この手 農文協 薬に頼らず血圧を自力で下げるコツ 桑島 巖

『老後は非マジメのすすめ』 立川 談慶 多肉植物&コーデックスGuideBook 主婦の友社 前立腺がん 赤倉 功一郎
草花で素敵に彩る小さな庭のつくり方 戸倉 多未子 私をがんから救った8つの知恵 増田 昭子
メルカリお得に楽しむ!活用ブック 桑名 由美

カート・ヴォネガット全短篇　3 カート・ヴォネガット 新幹線で知る日本 池 亨
心霊電流　上・下 スティーヴン・キング
ビール・ストリートの恋人たち ジェイムズ・ボールドウィン

ザ・ディスプレイスト ヴィエト・タン・ウェン
波 ソナーリ・デラニヤガラ 日本の漫画本300年 清水 勲

CIRCUS ヒグチ ユウコ
77冊から読む科学と不確実な社会 海部 宣男 楽しいおりがみ歳時記 朝日 勇
科学者と魔法使いの弟子 中尾 麻伊香 負うて抱えて 二階堂 和美
火山のしくみパーフェクトガイド 高橋 正樹 大空への夢 鈴木 和幸
うつくしい博物画の記録 ウェルカム・コレクション スポーツまちづくりの教科書 松橋 崇史 コピーして使えるシニアの漢字なぞなぞ&クイズ 脳トレーニング研究会

定本柳宗民の雑草ノオト　春 柳 宗民 現代オセロの最新理論 佐谷 哲 脳セラピー折り紙 小林 利子
ずるいいきもの図鑑 今泉 忠明 記号とシンボルの事典 スティーヴン・ウェッブ
山中伸弥人体を語る 山中 伸弥 英語ライティングこれ一冊 津村 元司
シニアの心臓が危ない! 下川 宏明
和の薬膳食材手帖 武 鈴子 『CIRCUS』 ヒグチ ユウコ ＮＨＫ思い出のメロディ ユニバーサルミュージック

島根半島四十二浦 七浦巡り万葉花旅日記　4 原 美代子 50歳からのついでヨガ 深堀 真由美 今解き明かされる文豪たちの謎 日本近代文学館講演CD集

さかだちエクササイズ 三和 由香利 プリズンホテル　2・3 浅田次郎
みそ玉 村上 祥子 鬼平犯科帳　あきらめきれずに 池波正太郎

鬼平犯科帳　あきれた奴 池波正太郎
中学数学からはじめる暗号入門 関根 章道 『ずるいいきもの図鑑』 今泉 忠明 いねむり先生 伊集院静
ことばの生まれる景色 辻山 良雄 余寒の雪（深川恋物語） 宇江佐真理
図書館の日本史 新藤 透 束の間の話 北原亞以子
ストア派の哲人たち 國方 栄二 対の鉋　大工・常吉 佐江衆一
私の中のダイヤモンドを磨く45の方法 高野 睦子 20代で身につけたい働き方の基本 小杉 樹彦 文学部唯野教授 筒井康隆
風土記と古代の神々 滝音 能之 逆引きビジネスガイド　2019 金融財政事情研究会 晩菊 林芙美子

『心霊電流　上・下』　　　　　スティーヴン・キング

『着せかえあみぐるみDOLL』　Miya

『私をがんから救った8つの知恵』　増田 昭子

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 

失業中の28歳青年の冴えない日常に押し
入ってきた強盗。「大声をだすな」というその
声はやけに甲高く、背が低くて…。表題作を
はじめ、全7編のミステリーを収録する。『小
説すばる』ほか掲載を文庫化。 

郷 土 

他の鳥の巣に卵を産んでしまうカッコウ。カ
マキリを操って入水自殺させるハリガネムシ
…。強いだけでは生き残れない! 特殊に共
存し合っている「ずるい」いきものたちの生
態をイラストとともに解説する。 

僕の町に希望に輝く若き牧師がやってきた。一
家の友だちになった僕は、牧師お手製の電気
仕掛けのキリスト像を見せてもらう。だが、無惨
な悲劇が牧師を見舞った。心を破られた彼は
神を呪う説教を行い、町から出て行くが…。 

GUCCIとのコラボレーションなど世界中から
注目されている画家ヒグチユウコ。2013年
刊「ヒグチユウコ作品集」以降の作品を集成
し、描き下ろしビジュアル・ストーリー「卑怯
な蝙蝠」も収録する。 

子宮体がん、大腸がん、肝門部胆管がんな
ど、4度にわたるがん治療を経験しながらも、
今もなお精力的に仕事を続ける民俗学者が、
自身の闘病生活、及び食べ物、食の作法、
心持ちなど、「がん克服」の秘訣を紹介する。 

平凡な主婦の料理と生き方を変えた1年4カ
月の南極暮らし-。一念発起して南極地域観
測隊の調理隊員になった著者が、昭和基地
での生活について綴る。天かすをリメイクし
た「悪魔のおにぎり」のレシピも掲載。 

健 康 長 寿 

コーチがもつべき3つの視点、コーチングの3
原則、組織の中でのコーチング活用事例な
ど、基本ステップから実践的なスキルまでを
会話例と共に紹介。2010年以降に進んでい
る「組織開発」のコーチング事例を盛り込ん

後半生は、落語的に生きるべし。慶應大卒
のエリート噺家が、「長屋の花見」「芝浜」「小
言幸兵衛」「死神」などの魅力的な登場人物
から、老後の“非マジメ”な生き方を読み解く。
師匠・立川談志との貴重なエピソードも満載。 

あみぐるみの人形と、着せかえ用のアイテ
ム63個のあみ方を紹介。おしゃれが大好き
な仲良し姉妹のアミリーとマコに、いろいろ
な着せかえやヘアスタイルを試して楽しめま
す。 
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