
学校なぞなぞ　3 ながた みかこ パンダかぞえたいそう いりやま さとし
子どものための名言集 金田一 秀穂 トマとエマのめいろのくに 大庭 賢哉
4つの時代をタイムトラベル　2 大串 潤児 草木とみた夢 谷本 雄治
中村裕 佐野 慎輔 わかくさのおかで かじり みな子
調べる学習子ども年鑑　2019 朝日小学生新聞 てんしき 川端 誠
お仕事ナビ　20 お仕事ナビ編集室 えほん東京 小林 豊
ゲームクリエイターになるには? 馬場 保仁 チュチュをきたトラ ファビ・サンティアゴ
マンガ家・イラストレーターになるには? 濱元 隆輔 もったいないばあさんかわをゆく 真珠 まりこ
かがやけ!虹の架け橋 漆原 智良 もくもくをつかまえた ミカエル・エスコフィエ
自分を守る!身近な危険 舟生 岳夫 この世界の片隅に こうの 史代 傑作はまだ 瀬尾 まいこ
いちばんはじめのマナーえほん 峯村 良子 まゆとおおきなケーキ 富安 陽子 雨にも負けず 高杉 良
世界の妖怪をさがせ! グループ・コロンブス ハート型の雲 高橋 三千綱
水木しげるの妖怪えほん 水木 しげる 『てんしき』 川端 誠 戦神 赤神 諒 レフトハンド・ブラザーフッド 知念 実希人
じょうずな歯みがき 楠 章子 居酒屋ぼったくり　11 秋川 滝美 夜が暗いとはかぎらない 寺地 はるな
よくわかるユニバーサルデザイン 柏原 士郎 わたし、定時で帰ります。　2 朱野 帰子 帰還 堂場 瞬一
道路はどのようにつくるのか? 窪田 陽一 神を統べる者　覚醒ニルヴァーナ篇 荒山 徹 いも殿さま 土橋 章宏
はたらくじどう車くらべ　2 国土社編集部 東京クライシス 安生 正 ミネルヴァとマルス　上・下 中路 啓太
風船で宇宙を見たい! 岩谷 圭介 逃げ出せなかった君へ 安藤 祐介 サバティカル 中村 航
5・6・7さいのおりがみであそぼ 新宮 文明 どこどここけし 山田 マチ マーダーハウス 五十嵐 貴久 もういちどベートーヴェン 中山 七里
3・4・5さいのおりがみであそぼ 新宮 文明 ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム おっさんたちの黄昏商店街 池永 陽 大統領に告ぐ 永瀬 隼介
椋鳩十 久保田 里花 フランクリンとルナ、月へいく ジェン・キャンベル シーソーモンスター 伊坂 幸太郎 立川忍びより　2 仁木 英之
弁天小僧 那須田 淳 メイがはじめてがっこうへいくひ ケイト・ベアビー ジグソーパズル48 乾 くるみ 夢の迷い路 西澤 保彦

ほこりちゃん エイミー・ヘブロン 帝国ホテル建築物語 植松 三十里 ポルシェ太郎 羽田 圭介
『水木しげるの妖怪えほん』 水木 しげる たてる サリー・サットン いきぢごく 宇佐美 まこと キボウのミライ 福田 和代

みんなとちがうきみだけど ジャクリーン・ウッドソン 住友を破壊した男 江上 剛 崩壊の森 本城 雅人
おんぶおんぶのももんちゃん とよた かずひこ ゆるキャラの恐怖 奥泉 光 夜のアポロン 皆川 博子
そらまめくんとおまめのなかま なかや みわ 本好きの下剋上　第4部 6 香月 美夜 飛族 村田 喜代子
のりたいな みやまつ ともみ 新宿花園裏交番坂下巡査 香納 諒一 尼子姫十勇士 諸田 玲子
ねたあとゆうえんち 大串 ゆうじ カゲロボ 木皿 泉 白魔の塔 三津田 信三

怪盗レッド　16 秋木 真 ひらいてびっくり!のりもののりもの 中垣 ゆたか 中野のお父さんは謎を解くか 北村 薫 マジカルグランマ 柚木 麻子
ねこの小児科医ローベルト 木地 雅映子 チンギス紀　4 北方 謙三
妖精のカレーパン 斉藤 栄美 『ほこりちゃん』 エイミー・ヘブロン なつぞら　上 大森 寿美男 『夜が暗いとはかぎらない』 寺地 はるな
暗闇の妖怪デザイナー 斉藤 洋 とめどなく囁く 桐野 夏生
キャプテンマークと銭湯と 佐藤 いつ子 海の見える丘 くすのき しげのり
ぼくらの宝探し 宗田 理 トリニティ 窪 美澄
いつか、太陽の船 村中 李衣 永久のゼッケン 倉阪 鬼一郎
シェーラ姫の冒険　上・下 村山 早紀 作家の人たち 倉知 淳
Xと云う患者 令丈 ヒロ子 呪護 今野 敏
マザーグースのうた 蜂飼 耳 隠居すごろく 西條 奈加
サムとぶらぶら アリソン・アトリー 山海記 佐伯 一麦
39階だてのツリーハウス アンディ・グリフィス 高校一冊目の参考書 船登 惟希 こどもの季節 佐野 洋子 孤独のすすめ　続 五木 寛之
事件の現場は消防署! ドリー・ヒルスタッド・バトラー 超入門!ニッポンのまちのしくみ 福川 裕一 予言の島 澤村 伊智 人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤 愛子

詩を書くってどんなこと? 若松 英輔 落花 澤田 瞳子 自分流のすすめ 曽野 綾子

『ぼくらの宝探し』 宗田 理 羊の告解 いとう みく 肖像彫刻家 篠田 節子 マリコを止めるな! 林 真理子
5分後に恋の結末 橘 つばさ 人類最年長 島田 雅彦 はればれ、お寿司 嵐山 光三郎 ほか
小さな恋のうた 平田 研也 少年は死になさい…美しく 新堂 冬樹 もみじの言いぶん 村山 由佳
5秒後に意外な結末 桃戸 ハル おまえの罪を自白しろ 真保 裕一 思わず考えちゃう ヨシタケ シンスケ

『小さな恋のうた』 平田 研也 『帝国ホテル建築物語』 植松 三十里 『はればれ、お寿司』 嵐山 光三郎 ほか

竹内 正人

はじめてママの「からだとこころの悩み」お助けBOOK

日 本 の 文 学 ・ 小 説

世界的建築家ライトの飽くなきこだわり、経
営陣の追及、関東大震災…。1923年(大正12
年)に完成した帝国ホテル旧本館「ライト館」
の建築にかけた男たちの熱い闘いを描いた
長編小説。『歴史街道』連載に加筆・修正。

3/21～4/24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。

特別な日に奮発する鮨、進化が止まらない回
転寿司…。世界中から愛されるごちそう、「お寿
司」にまつわる、北大路魯山人、獅子文六、杉
浦日向子、柚木麻子、吉村昭らによるエッセイ
と、村上春樹・安西水丸の対談を収録する。

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
令和元年 5月号

ちょっぴり怖くて、とってもふしぎ! 魅力的な妖
怪の世界をのぞいてみませんか? 水木しげ
るさんの絵で、一反木綿、キジムナー、白坊
主、目目連など26の妖怪を紹介します。NHK 
Eテレ「てれび絵本」を書籍化。

英治たちは、喜八という友だちができた。喜
八のひいじいさんは伯爵の跡継ぎで、秘密
の部屋に宝のありかを記したものがあると
いうが…。暗号を解いて、隠された宝を探せ! 
ぼくらシリーズ第26弾。

子 育 て 支 援
亮多、慎司、航太郎、大輝は、高校の軽音
楽部に所属しながら、学校中を熱く盛り上げ
る人気バンド。4人の絆は音楽で固く結ばれ
ていた。だが思いがけないプロへの誘いを
受けた帰り道、突然の事故が彼らの運命を
変える-。

おはよう! おはよう! 小さなほこりちゃんは、
みんなにごあいさつ。だけど、アリやネコ、
ぬいぐるみたち、みんなの反応は…? 小
さな子だけが知っている、「床の上で繰り
広げられる楽しい出来事」を描いた絵本。

大阪近郊にある暁町。閉店が決まった「あか
つきマーケット」のマスコット・あかつきんが突
然失踪した。かと思いきや、町のあちこちに出
没し、人助けをしているらしく…。『asta*』掲載
に書き下ろしを追加して単行本化。

ある日、「てんしきはあるか?」と医者に尋ね
られた和尚。さっぱり分からないのに、「あり
ません」と知っているふりをしてしまった和
尚に、いたずら好きな小坊主がとった行動
とは? 日本語の楽しさが詰まった落語絵本。



すべての愛しい幽霊たち アリソン・マクラウド クイーンと過ごした輝ける日々 東郷 かおる子
トリック エマヌエル・ベルクマン なつぞら　Part1 大森 寿美男
逃れる者と留まる者 エレナ・フェッランテ 森守洋 最強不変のスイング法則 森 守洋

信州・善光寺殺人事件 梓 林太郎 数学の傑作を味わう エドワード・シェイナーマン フリークライミング 北山 真
浪人奉行　6ノ巻 稲葉 稔 トコトンやさしい磁力の本 山崎 耕造 森の生活図集 スズキ サトル
玉麒麟 今村 翔吾 ビッグ・クエスチョン スティーヴン・ホーキング 登山入門 佐藤 勇介
就職先はネジ屋です 上野 歩 水若酢神社 水若酢神社 地形の科学 西川 有司 穂高小屋番レスキュー日記 宮田 八郎
詭計の理 上田 秀人 資本主義と闘った男 佐々木 実 トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡 佑一郎 平成新語 出どこはどこ? 中村 三郎
孤道　完結編 内田 康夫 ソロタビ松江・出雲 JTBパブリッシング ルーペで発見!雑草観察ブック 亀田 龍吉
伝説 岡本 さとる るるぶ鳥取　'20 JTBパブリッシング なぜか生きのこったへんな動物 今泉 忠明
汝(きみ)よさらば　2 門田 泰明 10代脳の鍛え方 ジェス・P.シャットキン
千吉の初恋 倉阪 鬼一郎 『資本主義と闘った男』 佐々木 実 子どもの人生は「腸」で決まる ジャック・ギルバート ビジネスExcel快速化メソッド 村松 茂
隠密同心 闇の密約　3 小杉 健治 社会人1年目の教科書 菅沼 勇基
ビストロ三軒亭の美味なる秘密 斎藤 千輪 『数学の傑作を味わう』 エドワード・シェイナーマン 管理職のオキテ 岡本 全勝
夢を釣る 佐伯 泰英 凡人起業 小原 聖誉
寒雷ノ坂 佐伯 泰英 残業ゼロのノート術 石川 和男
十手長屋物語　1 坂岡 真 アマゾンのすごい問題解決 佐藤 将之
ニワトリは一度だけ飛べる 重松 清 銀行員転職マニュアル 大杉 潤
幸福の劇薬 仙川 環 女子学生のキャリアデザイン 野村 康則
鯖猫長屋ふしぎ草紙　6 田牧 大和 営業の働き方大全 菊原 智明
囲米の罠 千野 隆司 AIプログラマになれる本 藍 圭介 なぜいまポスティングか 佐々木 実
割れた誇り 堂場 瞬一 生きる力を育む「朝の読書」 岩岡 千景
福を呼ぶ賊　5 鳥羽 亮 読むよむ書く 重松 清 世界建築史15講 「世界建築史15講」編集委員会 『残業ゼロのノート術』 石川 和男
十津川警部郷愁のミステリー・レイルロード 西村 京太郎 子どもも大人も絵本で育つ 湯澤 美紀 クルマのメカニズム大全 青山 元男
薬屋のひとりごと　8 日向 夏 読みたい絵本 momo編集部 日本懐かしクルマ大全 阿部 至晃
無銘刀 藤井 邦夫 100歳までのしあわせ未来地図 井上 野乃花 図解まるわかりサーバーのしくみ 西村 泰洋
老中の矜持 藤木 桂 見るだけ日本史年表 小和田 哲男 捨てられない服 石田 純子
跡とり娘 宮本 紀子 隼人の古代史 中村 明蔵 暮らしを支える定番の道具134 平松 洋子
わが家は祇園(まち)の拝み屋さ　10 望月 麻衣 天皇皇后両陛下と平成大災害 産経新聞社 紙でつくる可憐な花々 藤枝 まつえ
もぐら新章 血脈 矢月 秀作 すべては救済のために デニ・ムクウェゲ haru_mi　vol.51(2019春) 栗原 はるみ
十手婆文句あるかい　2 和久田 正明 世界とびある記 兼高 かおる 日めくりパスタ 柴田書店
ザ・プロフェッサー ロバート・ベイリー 和えサラダ 藤井 恵 IoT・AIの法律と戦略 福岡 真之介
スミソニアンの王冠　上・下 ジェームズ・ロリンズ 『読むよむ書く』 重松 清 レモンのお菓子づくり 加藤 里名 著作権判例百選 小泉 直樹

伊藤まさこの器えらび 伊藤 まさこ もしも世界に法律がなかったら 木山 泰嗣

『就職先はネジ屋です』 上野 歩 名作裁判あの犯人をどう裁く? 森 炎
結婚白書 明治安田生活福祉研究所

だまされた! 多田 文明
地方創生でリッチになろう! 小島 慶藏 学校トラブル法的対応Q&A 飛翔法律事務所
驚きの家庭菜園マル秘技58 『やさい畑』菜園クラブ

はじめての苔テラリウム 園田 純寛
バラ講座 河合 伸志

地図で見るアフリカハンドブック ジェロー・マグラン カクタスハンドブック 山本 規詔 認知症もっと知りたいこと99 阿部 和穂
マスコミ偽善者列伝　続 加地 伸行 園芸はじめました あらい のりこ がんを生き抜く最強ごはん 和田 洋巳

ディオゲネス変奏曲 陳 浩基 気の利く大人のひと言目 齋藤 孝 明日はきっとうまくいく 沖 昌之 絲的ココロエ 絲山 秋子
偶然仕掛け人 ヨアブ・ブルーム 防災食 祐成 二葉 JR・私鉄特急大百科 「旅と鉄道」編集部 がんと生き、母になる 村上 睦美
カート・ヴォネガット全短篇　4 カート・ヴォネガット その子の「普通」は普通じゃない 富井 真紀
翼ある歴史 ソフィア・サマター 子どもには、どんどん失敗させなさい 水野 達朗 『園芸はじめました』 あらい のりこ 『絲的ココロエ』 絲山 秋子
ロイスと歌うパン種 ロビン・スローン 詳説日本の宝飾文化史 露木 宏
Xと云う患者 デイヴィッド・ピース 子どもの結婚 親の役割とあいさつ 岩下 宣子
ブックショップ ペネロピ・フィッツジェラルド 日本の365日を愛おしむ 本間 美加子

『ロイスと歌うパン種』 ロビン・スローン 『気の利く大人のひと言目』 齋藤 孝

もっと知りたい葛飾北斎 永田 生慈 医師が教える「1日3分音読」で若くなる! 大谷 義夫
クラシック不滅の巨匠たち レコード芸術 一生歩ける1日1回5秒ストレッチ 松井 薫

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

第一志望の商社に落ち、母親が社長を務め
るミツワネジに入社したユウ。営業に配属さ
れた彼女は、消波ブロックの製作現場を見
て、新しいボルトのアイディアを思いつき…。
新入女子社員のモノづくり小説。

郷 土

すぐに使えて一生役立つ「会話のコツ」が満
載! 「自分から会話を始めるときのひと言目」
から、相手の言葉を受けて発する「リアク
ションのひと言目」まで、大人の会話のカギ
となる「使えるひと言目」を紹介する。

激務で消耗したロイスを救ったのは、近所の
レストランのパンとスープ。店主がアメリカを去
ることになり、秘伝のパン種を贈られたロイス
は、自分でもパンを焼きはじめる。すると、彼
女に思わぬ人や場所との出会いが訪れ…。

はじめて木や草花を育てることに向き合った
イラストレーターが、土作りから水やり、鉢選
び、虫との戦いまで、わからないことだらけ
の庭作りの日々を綴ったイラストエッセイ。
初心者ガーデナーの「あるある」も収録。

双極性障害Ⅰ型発症から20年。長年この病
とどうつきあってきたか、服薬ゼロになった
現在からみた心得を綴るエッセイ。加齢、発
達障害、依存、女性性、ハラスメントなどに
も触れる。『こころの科学』連載他を書籍化。

世界から称賛された気鋭の数理経済学者は、
なぜ突然「長い沈黙」に入ったのか。経済学の
発展に寄与しながら、なぜ経済学を批判する
ようになったのか。「人々が平和に暮らせる世
界」を追求した宇沢弘文の激動の生涯を描く。

健 康 長 寿

毎日2時間残業すると、年間20日間を残業
に費やしていることになる。6足のわらじを履
く現役スーパー会社員が、残業をゼロにして、
自分の時間を増やすためのノート術を紹介
する。

さだまさし「解夏」、宮部みゆき「理由」、みう
らじゅん「愛にこんがらがって」、酒井順子
「金閣寺の燃やし方」、太宰治「晩年」など必
読の50冊を、早稲田大学で教鞭を執るシゲ
マツ教授が解説するブックガイド。

絵画の「モナ・リザ」に相当する数学の傑作
を通して、数学の面白さ、美しさ、可能性を
伝える本。高校までの数学で理解できる、
「証明」の考え方を教えてくれる23の傑作を
紹介する。

法 律 情 報


