
プログラミングって何? 関 和之 カレーライスとまねきねこ 苅田 澄子
写真とデータでわかる平成時代　1～6 時事通信社 とりづくし 内田 麟太郎
ジョン万次郎 山口 理 しょうがっこうがだいすき うい
南方熊楠 新藤 悦子 どうぶつたちのナンセンス絵本 マリー・ホール・エッツ
手塚治虫 中野 晴行 ちいさな魔女とくろい森 石井 睦美
日本のすがた　2019 矢野恒太記念会 アブラ・カダブラ・カタクリコ きたむら さとし
もうモヤモヤしない!気もちの伝え方 名越 康文 ダジャレーヌちゃん世界のたび 林 木林
調べよう!バリアフリーと福祉　1～5 渡辺 崇史 いないいないばあさん 佐々木 マキ
ビジュアル日本の服装の歴史　2 増田 美子 てっかくん さとう めぐみ
おばあちゃんのアラッ? 長谷川 舞 初恋さがし 真梨 幸子
都道府県別にっぽんオニ図鑑 山崎 敬子 『アブラ・カダブラ・カタクリコ』 きたむら さとし 火神子 森山 光太郎
うまれたよ!イモリ 関 慎太郎 旅は道づれきりきり舞い 諸田 玲子
もしもキリンと恋に落ちたら メセグリン マチのお気楽料理教室 秋川 滝美 つみびと 山田 詠美
どっちが強い!?カバvsアフリカスイギュウ ジノ 鬼を待つ あさの あつこ タクシーガール 梁 石日
ミッション・オオカミ・レスキュー キットソン・ジャジンカ 星から来た船　上 新井 素子 君の××を消してあげるよ 悠木 シュン
ミクロワールド人体大図鑑　6～7 宮澤 七郎 神を統べる者　覚醒ニルヴァーナ篇 荒山 徹
地下都市のたんけん 福手 勤 アンサーゲーム 五十嵐 貴久 『初恋さがし』 真梨 幸子
橋のたんけん 福手 勤 おなかがすいたよジョーンズさん! リチャード・スキャリー 七人の刺客　2 稲葉 稔
うごく!あそべる!超かんたん工作　1～5 ヒダ オサム ちきゅうがわれた! 田島 征三 コイコワレ 乾 ルカ
さわこちゃんと10のぼうけん さこ ももみ ワニをつかまえたこざるのおはなし メイ・ダランソン むらさきのスカートの女 今村 夏子
コロコロロボット 野出 正和 ななちゃんのはみがき つがね ちかこ 日雇い浪人生活録　7 上田 秀人
名人が教えるおり紙ヒコーキ上達BOOK 戸田 拓夫 すだつきたのかわせみ 手島 圭三郎 キュー 上田 岳弘
音楽記号図鑑 高倉 弘光 どうぶつたちのうた 二宮 由紀子 魔法がとけたあとも 奥田 亜希子

くさる なかの  ひろたか ライフ 小野寺 史宜

『地下都市のたんけん』 福手 勤 そこつ長屋 野村 たかあき 行基 岳 真也
きょうなにしてた? はまの ゆか とむらい屋颯太 梶 よう子
えんふねにのって ひがし ちから あなたの右手は蜂蜜の香り 片岡 翔 女と男の絶妙な話。 伊集院 静
みかづきちゃん うまれたよ 東 君平 アタラクシア 金原 ひとみ みらいめがね 荻上 チキ

幼女戦記　11 カルロ・ゼン ざんねんな食べ物事典 東海林 さだお
『みかづきちゃん うまれたよ』 東 君平 百花 川村 元気 介護の流儀 曾野 綾子

マンガで覚える図解手品の基本 牧原 俊幸 ひよこ太陽 田中 慎弥 女はいつも四十雀 林 真理子
歴史を変えた50人の女性アスリートたち レイチェル・イグノトフスキー めぐり逢いサンドイッチ 谷 瑞恵 女の偏差値 林 真理子
うんどうがすきになる絵本　1～4 体育指導のスタートライン 或るエジプト十字架の謎 柄刀 一 失われた美風 藤原 正彦
これって英語でなんていうの?　1～5 佐藤 久美子 悪の五輪 月村 了衛 しあわせしりとり 益田 ミリ
大渋滞 いとう みく 愛情漂流 辻 仁成 おひとり様作家、いよいよ猫を飼う。 真梨 幸子
鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子 動乱の刑事 堂場 瞬一 晴れときどき猫背そして、もみじへ 村山 由佳
おしりたんてい カレーなるじけん トロル 夢見る帝国図書館 中島 京子 大切なことは時を経ても変わらない 吉沢 久子
おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ トロル 笑え、シャイロック 中山 七里 チョコレート・ガール探偵譚 吉田 篤弘
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　11 廣嶋 玲子 13歳からの日本外交 孫崎 享 119 長岡 弘樹 見仏記　道草篇 いとう せいこう
作り直し屋 廣嶋 玲子 大人になる前に知る命のこと 加納 尚美 椿宿の辺りに 梨木 香歩 富士日記　上 武田 百合子
まじょのナニーさん　５ 藤 真知子 思春期を生きる 小野 善郎 目撃 西村 健 ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤 旬子
ねらわれた学園 眉村 卓 中高生から始める安全保障の入門書 松島 悠佐 育休刑事(デカ) 似鳥 鶏
お願い!フェアリー♥　22 みずの まい 新・魔法のコンパス 西野 亮廣 暁天の星 葉室 麟 『しあわせしりとり』 益田 ミリ

文豪お墓まいり記 山崎 ナオコーラ 美しき愚かものたちのタブロー 原田 マハ

『作り直し屋』 廣嶋 玲子 中西進の万葉みらい塾 中西 進 限界病院 久間 十義
ぼくらのセイキマツ 伊藤 たかみ キャバレー ビートたけし
鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子 高校事変 松岡 圭祐

『中西進の万葉みらい塾』 中西 進 『あなたの右手は蜂蜜の香り』 片岡 翔

手作り万華鏡入門 山見 浩司
クラシック100の味 平野 玲音

子育てのきほん 佐々木 正美 イチロー引退会見全文 国際情勢研究会

日 本 の 文 学 ・ 小 説

あたしのせいで動物園に入れられた「あな
た」を必ず救い出す。そう誓った日から、雨
子はヒグマの飼育員になるため邁進するが
…。大切なものを守り抜こうとする少女とクマ
との、切なく温かな、究極の愛の物語。

5/25～6/24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。

子供の頃の思い出、見ることのない未来、
こぼれ落ちる日々…。あんなこと、こんなこ
とが、しりとりのように連鎖する、益田ミリ
のエッセイ集。『朝日新聞』連載他に書き下
ろしを加え書籍化。

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 7月号

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学

土木とはなにか、土木構造物にはどんなも
のがあるのかを、ドボジョママやドボジュニア
たちといっしょに学べる本。地下都市を取り
上げ、イラストとともに解説する。

捨てるならおくれよ。魔法で生まれ変わらす
のさ-。いらないもの、捨てたいもの、捨てら
れないもの、魔法で生まれ変わらせてみま
せんか? 「十年屋」のおばあさん魔女・ツルさ
んの物語。

子 育 て 支 援
言葉、自然、美、命、親と子。感動する心、
生きる力を「万葉集」を通して学ぼう! 日本各
地の小中学校で開催された「中西進の万葉
みらい塾」10校分を収録。

しずかなしずかなよるでした。みかづきさ
まが、でています。うまれたうまれた、み
かづきちゃん…。シンプルな切り絵と詩的
でリズム感のある文章がクセになる、天
才絵本作家の幻の作品を復刊。

女性ばかりの探偵事務所、目玉企画は「初恋
の人、探します」 甘酸っぱい記憶がつまった
初めての恋のこと、調べてみたいとは思いま
せんか? もし、勇気がおありなら。『小説新潮』
掲載に加筆修正し単行本化。

さあ、みんな。まほうが使えるウサギティー
のまほうのはじまりだよ。「アブラカダブラカ
タクリコ」ととなえると、ぼうしの中からネコ
が出てきた! 次はリス、その次はタコが出て
きた。さらにまほうの言葉をとなえると…。



ひとりで、考える 小島 俊明 山陰・山陽の戦国史 渡邊 大門 富士山はどうしてそこにあるのか 山崎 晴雄 はじめての心理学概論 古見 文一
「平成の天皇」論 伊藤 智永 たたら製鉄の歴史 角田 徳幸 知識ゼロでもハマる面白くて奇妙な古生物たち 土屋 健 誰でも無理なく継続的にお客様が集まる起業 今井 孝
動物園は進化する 川口 幸男 八雲塗 松江歴史館 恐竜・古生物ビフォーアフター 土屋 健 今いる仲間で「結果が出る会議」をつくる 池本 克之
糸を出すすごい虫たち 大崎 茂芳 日本の国石「ひすい」 土山 明 どんな部下でも成長する最強の面談術 入沢 紀子
漢帝国 渡邉 義浩 『山陰・山陽の戦国史』 渡邊 大門 若い読者のための『種の起源』 チャールズ・ダーウィン やさしくわかる給与計算と社会　令和元年度 北村 庄吾
三島由紀夫スポーツ論集 三島 由紀夫 子どもと一緒に見つける草花さんぽ図鑑 自然観察大学 経営戦略としての知財 久慈 直登
完本太宰と井伏 加藤 典洋 葉っぱはなぜこんな形なのか? 林 将之 こう動く!就職活動オールガイド　'21年版 高嶌 悠人
落暉の兆　 浅黄 斑 図解巣箱のつくり方かけ方 飯田 知彦 女子就活のキホン　2021年度版 女子就活ネット
影の斜塔 麻見 和史 街・野山・水辺で見かける野鳥図鑑 柴田 佳秀 これからの農業は組織で勝つ 藤野 直人
夜と陽炎 開高 健 日本を変えた流通企業がやってきたこと 岩崎 遙
京都下鴨なぞとき写真帖　2 柏井 壽 『葉っぱはなぜこんな形なのか?』 林 将之 マンション管理士の仕事と開業がわかる本 三村 正夫
眠れない凶四郎　2 風野 真知雄 すぐ書ける!「稼ぐPOP」のつくり方 森本 純子
俠客　5 門田 泰明
付添い屋・六平太　12 金子 成人 『これからの農業は組織で勝つ』 藤野 直人
鬼役　　26 坂岡 真 グーグルが消える日 ジョージ・ギルダー
十手長屋物語　3 坂岡 真 新・明解Python入門 柴田 望洋
ひゃくめ 櫻部 由美子 いちばんやさしい量子コンピューターの教本 湊 雄一郎
新・浪人若さま新見左近　3 佐々木 裕一 パブロフくんと学ぶはじめてのプログラミング よせだ あつこ
ヴァチカン図書館の裏蔵書　3 篠原 美季 人類の歴史とAIの未来 バイロン・リース
レゾンデートル 誰がための刃 知念 実希人 図書館と読書をめぐる理念と現実 相関図書館学方法論研究会 プラスチック・フリー生活 シャンタル・プラモンドン
入り婿侍商い帖 千野 隆司 NHK Eテレ世界の哲学者に人生相談スペシャル 高田 純次 近世城郭の謎を解く 城郭史料研究会
新火盗改鬼与力　3 鳥羽 亮 よくわかる哲学・思想 納富 信留 日本の夢の洋館 門井 慶喜
一膳めし屋丸九 中島 久枝 ウィトゲンシュタイン論理哲学論考 古田 徹也 平成 お召列車の記憶 「旅と鉄道」編集部
上野-会津百五十年後の密約 西村 京太郎 ユング心の地図 マレイ・スタイン 文系でもわかる電子回路 山下 明 著作権法のしくみ デイリー法学選書編修委員会

宮中季節のお料理 宮内庁 産業発展と石切場 日本遺跡学会 はじめまして、法学 遠藤 研一郎
『レゾンデートル　誰がための刃』 知念 実希人 元号で見る日本の歴史 安藤 優一郎 ハンドメイドの宝石せっけんの教科書 木下 和美 相続税を納め過ぎないための土地評価の本 藤宮 浩

神社に隠された大和朝廷統一の秘密 武光 誠 日本発酵紀行 小倉 ヒラク すぐに役立つこれならわかる障害者総合支援 若林 美佳
天皇の日本史　2 井沢 元彦 頑張らないおしゃれ 板倉 直子 わかりやすい交通事故 吉田 杉明

かまわぬ手ぬぐい百科 河出書房新社編集部
『パブロフくんと学ぶはじめてのプログラミング』 よせだ あつこ 大人の着こなしルール 進藤 やす子

夏めし100 高橋 雅子
月居良子のシャツ&ブラウス 月居 良子 今すぐできる!血糖値を下げる40のルール 河盛 隆造
つかむだけ!みるみるお腹が凹むきくち体操 菊池 和子 今すぐできる!コレステロールを下げる40のルール 横手 幸太郎

今すぐできる!腎機能守る!効く!40のルール 山縣 邦弘
ママが楽になるとアトピーが治る 夕部 智廣
続・ペコロスの母に会いに行く 岡野 雄一

於于野譚　続 柳 夢寅 お母さんは、だいじょうぶ 楠 章子
銀の墓碑銘(エピタフ) メアリー・スチュアート 飢えと食の日本史 菊池 勇夫 夫が脳で倒れたら 三澤 慶子
モスクワの伯爵 エイモア・トールズ アイルランドを知るための70章海老島 均 草取りにワザあり! 西尾 剛 きっと大丈夫。 矢方 美紀
ぼくを忘れないで ネイサン・ファイラー 池上彰の世界の見方 東南アジア 池上 彰 里山食堂が教える果樹の収穫・保存・料理 西東社編集部
ある作家の夕刻 スコット・フィッツジェラルド 奥深く知る中国 筧 文生 園芸大百科 田中 幸雄 『続・ペコロスの母に会いに行く』 岡野 雄一
国語教師 ユーディト・W.タシュラー 誰の味方でもありません 古市 憲寿 花づくり百科 田中 幸雄
三人の逞しい女 マリー・ンディアイ 疑う力 堀江 貴文 いちばんよくわかる!ウサギの飼い方・暮らし方 町田 修

小池晃対話集 小池 晃 自由ネコ 岩合 光昭
現場発!ニッポン再興 出町 譲 見上げてごらん、朝のネコを 岩合 光昭
日本の異国 室橋 裕和 チーズの事典 チーズ王国

ジョン・マン1　波濤編 山本一力 35歳、働き女子よ城を持て! 高殿 円 獣医学を学ぶ君たちへ 中山 裕之
ジョン・マン2　大洋編 山本一力
ジョン・マン3　望郷編 山本一力 『35歳、働き女子よ城を持て!』 高殿 円 『チーズの事典』 チーズ王国
ジョン・マン4　青雲編 山本一力
わんぱく天国 佐藤さとる コピーして使えるシニアの漢字楽楽トレーニング 脳トレーニング研究会
プリズンホテル　春 浅田次郎 認知症予防は絵手紙で! 結城 俊也
鬼平犯科帳　雨引の文五郎 池波正太郎 100歳まで元気に生きる食事術 済陽 高穂
鬼平犯科帳　犬神の権三 池波正太郎 駐在さん 本多 ちかこ

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

末期癌に冒されている若手外科医・岬雄貴
は、自暴自棄になり街の不良を襲撃する。こ
れがきっかけで連続殺人鬼「ジャック」と接
触し共犯者に。だが偶然助けた少女・沙耶と
心を通わすうちに自らの行動に苦悩し始め
…。

郷 土

女子が生きていくために大切なのは、自分
だけのくつろげる居場所(=資産)を見つける
こと。様々な物件に突撃し、シングル女子の
家の買い方をリアルにレポートする。
サイト『OTEKOMACHI』連載をもとに書籍化。

白カビタイプ、青カビタイプ、ウォッシュタイプ
…。7つのカテゴリー別にチーズの製造方
法・特徴・食べ方から歴史的背景や文化ま
で、観て読んで楽しめるチーズの教養本。
写真も多数掲載する。

生きとこうで。生きとけば、どげんでんなる…。
漫画家・岡野雄一が、亡き認知症の母のエ
ピソードを中心に描く、老いとぼけと家族の
物語。『西日本新聞』など新聞各紙の連載を
基に単行本化。

山陰・山陽の中国地域において、戦国時代の
150年間にいかなる歴史が展開したのか。西
国大名の興亡と合戦史だけに止まらず、対外
関係や鉱工業、芸能、経済、流通などへも目
配りし、戦国の世の人々の生活の実像を描き
出す。

健 康 長 寿

これからの農家には、高い品質と求められ
る量を提供できる「組織力」が欠かせない。
農業をビジネス(事業)としてとらえ、売上
5000万・1億・3億円を突破する農家の人材
育成・組織づくりを説く。

アルゴリズムって何? Javaって? プログラミン
グ用語や言語の種類、演算子、コンピュータ
の構造など、プログラミングを「ざっくり」知り
たい人に向けた入門書。日商プログラミング
検定BASICに対応。

なぜモミジの葉には切れ込みがあるのか? 
葉に群がるアリは敵か味方か? なぜシカは
増え、クマは殺されるのか? 植物たちの生き
方から、虫や動物も含めた生態系まで、自
然界の身近な謎を丁寧に解き明かす。

法 律 情 報

新 着 Ｃ Ｄ


