
イラスト版子どものモラルスキル 相川 充 あみかけクジラ 川村 たかし
ハッピースクール開校! 明橋 大二 くもとそらのえほん 五十嵐 美和子
言いわけ禁止!心を鍛える教え 齋藤 孝 まどをトントントン いわもと かずひろ
きみを変える50の名言 佐久間 博 消えたオリンピック・ランナー 佐山 和夫
マンガでわかる!10才までに覚えたい47都道府県 高濱 正伸 おさいふのかみさま 苅田 澄子
わたしたちのくらしと国土　1 井田 仁康 ぼくはなきました くすのき しげのり
国籍の?がわかる本 木下 理仁 この世界の片隅に こうの 史代
自分で考えて行動しよう!こども論語とそろばん 齋藤 孝 えほん東京 小林 豊
お仕事ナビ　20 お仕事ナビ編集室 おかえりなさいアレックス 高林 麻里
日本の伝統文化仕事図鑑　1 ワン・ステップ たんちょうづるのそら 手島 圭三郎 チャイムが鳴った 日和 聡子
スイーツの仕事 サトウ ヨーコ そらまめくんとおまめのなかま なかや みわ 第四の暴力 深水 黎一郎
水木しげるの妖怪えほん 水木 しげる あそびうたするものこのゆびとまれ 中脇 初枝 指名手配作家 藤崎 翔
なぜなぜ?かいけつルーペくん うえたに夫婦 どたんばたんおるすばん 松田 奈那子 もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた 角田 光代 淀川八景 藤野 恵美
ジュニア空想科学読本　16 柳田 理科雄 儀式でうたうやまと歌 犬飼 隆 偽りの春 降田 天
きせつのずかん　3 露木 和男 『ねこってこんなふう?』 ブレンダン・ウェンツェル NHK短歌作歌のヒント 永田 和宏 平成ストライク 青崎 有吾
宇宙 渡部 潤一 馬場あき子の「百人一首」 馬場 あき子 美しい顔 北条 裕子
基礎からわかる地図の大百科　4 こどもくらぶ 短歌ください　双子でも片方は泣く夜もある 穂村 弘 同潤会代官山アパートメント 三上 延
はじめてのずかん 瀧 靖之 普通の人々 谷川 俊太郎 友達未遂 宮西 真冬
こうぼ 浜本 牧子 俳句歳時記 角川書店 偶然の聖地 宮内 悠介
イチからつくるポテトチップス 岩井 菊之 基礎からわかる漢詩の読み方・楽しみ方 鷲野 正明 朝嵐 矢野 隆
竜之介先生、走る! 片野 ゆか ねこってこんなふう? ブレンダン・ウェンツェル むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳 碧人 ランドルトの環 八幡 橙
あそんでおぼえる手話　1 江副 悟史 ビーバのそらのたび マグナス・ウェイトマン この橋をわたって 新井 素子 あたしたちよくやってる 山内 マリコ

うちゅうじんはいない!? ジョン・エイジー 神を統べる者　上宮聖徳法王誕生篇 荒山 徹 検事の信義 柚月 裕子

『国籍の?がわかる本』 木下 理仁 マチルダとふたりのパパ メル・エリオット シーソーモンスター 伊坂 幸太郎 江戸の子どもの絵本 叢の会
おでかけおでかけ フィリス・ゲイシャイトー 不老虫 石持 浅海
なにかいる!どこにいる? ネイチャー&サイエンス 心音 乾 ルカ 『同潤会代官山アパートメント』 三上　延
いまのわたしにできること リサ・パップ 井上靖未発表初期短篇集 井上 靖
かぞくってなあに? マール・フェレーロ リラと戦禍の風 上田 早夕里
ムーミン谷へのふしぎな旅 トーベ・ヤンソン 噓と約束 アミの会(仮)

旅するこどもの英語 コンデックス情報研究所 それからの四十七士 岡本 さとる
言葉の力 オゼキ イサム 『かぞくってなあに?』 マール・フェレーロ 暗殺の森 織江 耕太郎
カイとティムよるのぼうけん 石井 睦美 見えない轍 鏑木 蓮
世界一クラブ　6 大空 なつき 心霊探偵八雲　11 神永 学

運転者 喜多川 泰
初恋まねき猫 小手鞠 るい 転生 笹本 稜平 一度きりの人生だから 伊集院 静
暗闇の妖怪デザイナー 斉藤 洋 掌篇歳時記　春夏 瀬戸内 寂聴 元気に下山 五木 寛之
呉書三国志 斉藤 洋 アンド・アイ・ラブ・ハー 小路 幸也 はるかのひまわり 加藤 いつか
みんなのおばけずかん 斉藤 洋 不見(みず)の月 菅 浩江 孤独という道づれ 岸 惠子
ちいさなハンター 佐藤 まどか 麦本三歩の好きなもの 住野 よる 昭和からの遺言 倉本 聰
怪談5分間の恐怖 乃木坂の怪談 中村 まさみ バシレウス 塚本 青史 おやつが好き 坂木 司
怪談5分間の恐怖 封印された本 中村 まさみ 経営学部・商学部 大岳 美帆 白昼夢の森の少女 恒川 光太郎 幸せを引き寄せる月の満ちかけ物語 前田 まゆみ
からくり探偵団 藤江 じゅん 学芸員になるには 横山 佐紀 もういちどベートーヴェン 中山 七里 昭和よ、 山藤 章二
ブランの茶色い耳 八束 澄子 化学のしごと図鑑 近畿化学協会 ていん島の記 仁木 英之
こわいオオカミのはなしをしよう ウィリアム・マクリーリー 部活で吹奏楽フルート上達BOOK 酒井 秀明 余物語 西尾 維新
ムーミン全集　1 トーベ・ヤンソン エドガー・アラン・ポー名作選 エドガー・アラン・ポー 文学　2019 日本文藝家協会
キバラカと魔法の馬 さくま ゆみこ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　厠 谷崎 潤一郎 ブルー 葉真中 顕

ザ・ランド・オブ・ストーリー　4 クリス・コルファー おっぱいマンション改修争議 原田 ひ香 アップルと月の光とテイラーの選択 中浜 ひびき

『初恋まねき猫』 小手鞠 るい 必須の疑念 コリン・ウィルソン

『化学のしごと図鑑』 近畿化学協会 『この橋をわたって』 新井　素子 カート・ヴォネガット全短篇　4 カート・ヴォネガット
路地裏の子供たち スチュアート・ダイベック

美しく呪われた人たち F.スコット・フィッツジェラルド

ピュリティ ジョナサン・フランゼン
楽園事件(パラダイス・ミステリ) J.S.フレッチャー

プティ・パテシエール涙のウェディング・シュークリーム　工藤純子

日 本 の 文 学 ・ 小 説

17歳のデビューから独自の小説世界を創り
つづける新井素子の、作家生活40周年を記
念した作品集。短篇、ショートショート、中篇
と、さまざまな味わいの全8篇を収録する。

4/25～5/24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。

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
令和元年 6月号

ハーフのひとの国籍はどうなるの? 「日本人」
力士と「日本出身」力士の違いって? ひとに
聞いてもよくわからない「○○人」と「国籍」を
めぐる疑問に答える本。巻末にクイズを掲載
する。

中学2年の龍樹は、春休みにスキーで脚を骨
折し、新学期早々学校を休んでいた。すると、
部屋の窓から突然猫が現れ、そのしなやか
な動きに龍樹は心を奪われる。そして、ずっ
と忘れていた絵を描きたい気持ちを思い出し
…。

化学を学んだ先にどんな職業があるのかわか
る本。大学・企業の研究職、販売・管理、その
他の専門職など30の職種に就いている先輩た
ちが、毎日どんなことをしているか、どうすれば
そのしごとに就けるのかなどを紹介する。

大家族だったり、ふたりっきりだったり。みんな
そっくりだったり、それほど似ていなかったり。
いろんな家族のかたちや、家族が変わっていく
過程、住む場所や言葉など、「家族」をテーマ
に世界の文化や習慣を紹介する。

昭和と共に誕生し、その終わりに解体された
日本最初の近代集合住宅「同潤会代官山ア
パートメント」。そこに暮らす一家の四世代に
わたる歳月を通して、<心の居場所>を描く。
『yomyom』掲載を単行本化。

犬やねずみ、紫外線の見える鳥や、複眼の
昆虫、魚眼の鳥など、ヒト以外の動物から見
たら、ねこはどう見えるの? 見方をちょっと変
えれば、違った側面が見えてくる。世界は発
見に満ちていることを気づかせてくれる絵本。



がん免疫療法とは何か 本庶 佑 出雲王国とヤマト政権 富士林 雅樹 科学する心 池澤 夏樹 社会人1年目からの仕事の基本 濱田 秀彦
植民地から建国へ 和田 光弘 親子で学ぶ松江城と富田城の時代 宍道 正年 ビジュアル物理全史 クリフォード・ピックオーバー 図解うまくいっている会社の「儲け」の仕組み タンクフル
二度読んだ本を三度読む 柳 広司 こちら公立鳥取環境大学環境学部です！ 公立鳥取環境大学環境学部 日本の地震地図 岡田 義光 「A4一枚」から始める最速の資料作成術 稲葉 崇志
バブル経済事件の深層 奥山 俊宏 大山と三徳　その信仰と行事 坂田　友宏 人類進化概論 河辺 俊雄 図解自分をアップデートする仕事のコツ大全 金沢 悦子
ゲーム理論入門の入門 鎌田 雄一郎 先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っています！ 小林 朋道 身近な草花300　街中 亀田 龍吉 ニッポン子育てしやすい会社 坂本 光司
「空気」を読んでも従わない 鴻上 尚史 どんぐりの生物学 原 正利 すぐに使える!公務員のデザイン大全 佐久間 智之
内戦の地に生きる 橋本 昇 カイコの実験単 日本蚕糸学会 いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本 高橋 惠一郎
社会学史 大澤 真幸 イモムシの教科書 安田 守 4倍速で成果を出すチームリーダーの仕事術 高橋 恭介
昭和の怪物七つの謎　続 保阪 正康 日本の渡り鳥観察ガイド 先崎 理之 プレゼン資料のデザイン図鑑 前田 鎌利
日本の地方政府 曽我 謙悟 「働き方改革」関連の法改正と対策がわかる本 加藤 利昭
虫や鳥が見ている世界 浅間 茂 『日本の地震地図』 岡田 義光 「働く」ことについての本当に大切なこと 古野 庸一
文豪ストレイドッグスBEAST 朝霧 カフカ 知財がひらく未来 山本 秀策
秋暮の五人 今村 翔吾 1本5000円のレンコンがバカ売れする理由 野口 憲一
混沌　8 上田 秀人 事例でわかる新・小売革命 劉 潤
破れた繭 開高 健 minneが教える売れるきほん帖 和田 まお
うちの子が結婚しないので 垣谷 美雨 18歳で学ぶ哲学的リアル 大橋 基 販促・PR・プロモーションネット戦略のやさしい教科書 敷田 憲司
黄泉がえりagain 梶尾 真治 おとなの教養　2 池上 彰
闇奉行火焰の舟　9 喜安 幸夫 Windows 10の「困った」「トラブル」を自力解決!！ 日経PC21
今昔百鬼拾遺 鬼 京極 夏彦 機械学習図鑑 加藤 公一
宵の凶星(まがぼし) 小杉 健治 Java逆引きレシピ 竹添 直樹 折り紙の科学 萩原 一郎
武士の賦　2 佐伯 泰英 基礎からのプログラミングリテラシー 増井 敏克 作る!超リアルなジオラマ 情景師アラーキー
龍天ノ門 佐伯 泰英 安全な医療のための「働き方改革」 植山 直人 水運史から世界の水へ 徳仁親王
雪華ノ里 佐伯 泰英 「みんなの学校」から「みんなの社会」へ 尾木 直樹 建築用語図鑑　日本篇 中山 繁信
鬼役　金座　26 坂岡 真 言志四録一日一言 佐藤 一斎 子供服のワンポイント刺繡 アトリエFil
十手長屋物語　2 坂岡 真 物語として読む全訳論語 山田 史生 聞き書き伝統建築の家 原田 紀子
女王刑事(デカ) 沢里 裕二 最高の生き方 ムーギー・キム トコトンやさしい宇宙ロケットの本 的川 泰宣
揚げ雲雀 篠 綾子 皇位継承の中世史 佐伯 智広 天然染料の科学 青木 正明 ネット検索が怖い 神田 知宏
拝領刀の謎 鈴木 英治 ファッションエディター磯部安伽のスマートクローゼット 磯部 安伽 図解90分でわかる!はじめての相続 曽根 恵子
本所の女　6 辻堂 魁 『おとなの教養　２』 池上　彰 「ユニクロは3枚重ねるとおしゃれ」の法則 伊藤 真知 もしも世界に法律がなかったら 木山 泰嗣
源九郎仇討ち始末　45 鳥羽 亮 幸せなひとり暮らし mido あなたも明日は裁判員!? 飯 考行著

まいにち着る女の子服 片貝 夕起 36協定締結の手引 労働調査会出版局

『黄泉がえりagain』 梶尾 真治 新よくわかる労働基準法 労働調査会出版局

キャベツと白菜の歴史 メグ・マッケンハウプト
野菜とハーブの水耕栽培 北条 雅章 ADHDと自閉症スペクトラムの自分がみつけた未来 堀内 拓人
つるバラ&半つるバラ 後藤 みどり 完全図解動脈硬化・コレステロールのすべて 白井 厚治

佐藤優「情報読解」の私塾　青版 佐藤 優 ちいさな花言葉・花図鑑 宇田川 佳子 生還 小林 信彦
剣客旗本春秋譚　3 鳥羽 亮 大マスコミが絶対書けない事この本読んだらええねん! 辛坊 治郎 養蜂大全 松本 文男 ひとの気持ちが聴こえたら ジョン・エルダー・ロビソン

浮沈・踊子 永井 荷風 ブレグジット・パラドクス 庄司 克宏 しょぼい喫茶店の本 池田 達也 ほんとうのトコロ、認知症ってなに? 山川 みやえ
隠密道中　2 早見 俊 日本共産党の正体 福冨 健一 1時間でわかるインバウンド対策 訪日ラボ
藁一本 藤原 緋沙子 THE TEAM5つの法則 麻野 耕司
返討ち 藤井 邦夫 直感と論理をつなぐ思考法 佐宗 邦威 『しょぼい喫茶店の本』 池田 達也
猫がかわいくなかったら 藤谷 治 平成家族 朝日新聞取材班
昼行燈 和久田 正明 ザ・トレーディング アレキサンダー・エルダー
ミッドナイト・ライン　上・下 リー・チャイルド 仮想通貨時代を生き抜くための「お金」の教科書 白井 さゆり

女子のたしなみと日本近代 歌川 光一

『猫がかわいくなかったら』 藤谷 治
『平成家族』 朝日新聞取材班

親が喜ぶ作りおきごはん 今泉 久美
レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する 池上 英洋 カラダのおくすり体操 中村 格子
仏像でめぐる日本のお寺名鑑 かみゆ歴史編集部 長生きパズルで脳活性110問ドリル 島田 達生
古典絵画の読み解き方 トキオ・ナレッジ 1日3分脳とのどを鍛える音読落語 山口 謠司

『先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っています！』　小林朋道

『完全図解動脈硬化・コレステロールのすべて』　白井厚治

『図解自分をアップデートする仕事のコツ大全』 金沢悦子

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

文 庫 ・ 新 書

技 術 ・ 家 庭

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学

あの大地震から2年。熊本で、死者が次々
生き返る「黄泉がえり」現象が再び発生。彼
らは何のために戻ってきたのか。大切な人
を想う気持ちが起こした奇跡は、予想を遙
かに超え…。『熊本日日新聞』夕刊連載に
加筆し文庫化。

郷 土

変わりゆく現実、追いつかない意識-。結婚、
食、働き方、出産などをテーマに、古い制度
と新たな価値観の狭間を生きる「平成時代
の家族」の姿を追う。『withnews』連載等を書
籍化。

定年まで4年。吉岡の希望は、妻の多恵子と
静かに老いていくこと。ところが、近所の老夫
婦が入院したことから、状況が一変。彼らの
飼う老猫を巡り、町内は大騒ぎとなる。誰も猫
に救いの手を差し伸べようとしない中、吉岡は
…。

東京・新井薬師に実在する「しょぼい喫茶
店」という名前の喫茶店。就職活動に失敗し
た著者が、その店を作るまでと、作ってから
を綴った実話。イラストも掲載する。

動脈硬化が進むと、心筋梗塞、脳梗塞、大動
脈破裂、大動脈解離など、命にかかわる重大
な病気に結びつくことがある。コレステロールと
動脈硬化の関係等を解説し、血管を強くする運
動と食事2週間メソッドを紹介する。

カワネズミは腹を出して爆睡し、モモジロコウ
モリはテンを怖がり、キャンパス・ヤギはアニマ
ルセラピー効果を発揮する…。自然豊かな大
学を舞台に起こる動物と人間をめぐる事件の
数々を人間動物行動学の視点で描く。

健 康 長 寿

仕事経験をそれなりに積んできた人に向けて、
「今さら聞けない」仕事の基本をまとめる。ビ
ジネス文書の書き方などの基礎知識や時間
管理術といった仕事を効率化させるノウハウ、
キャリアアップのヒントも紹介する。

AIからキャッシュレス社会、日本国憲法まで。
いま知っておきたい6つのテーマについて、
池上彰が歴史や経済、政治学の教養をベー
スに、わかりやすい解説で問題のみなもとに
まで迫る。

どこで、いつ、何が起こるのか。日本を7地域に
分け、過去にどのような地震があってどのよう
な被害を生じたのか、これからの地震発生の
予測はどうなっているのかを解説する。南海ト
ラフ地震・首都直下地震についても記す。
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