
みんなまってるよ! 青山 ゆういち かさとながぐつ 二宮 由紀子
日本の元号大事典 日本の元号大事典編集委員会 みなとまちから nakaban
親愛なるナイチンゲール様 川嶋 みどり きょうもうれしい えがしら みちこ
新渡戸稲造 文月 鉄郎 みんなのおねがい すとう あさえ
ピンチを解決!10歳からのライフ　6 小玉正博 オニのサラリーマン じごくの盆やすみ 富安 陽子
わたしが障害者じゃなくなる日 海老原 宏美 そうめんソータロー 岡田 よしたか
小学生のおもしろ科学実験身近なふしぎを発見！ キッズ科学ラボ フシギなさかな 尾崎 たまき
アイデアいっぱい!自由研究大ひゃっか 成美堂出版編集部 におい山脈 椋 鳩十
ずかん数字 清水 洋美 なっちゃんのなつ 伊藤 比呂美
化石ハンター 小林 快次 百の夜は跳ねて 古市 憲寿
ざんねんないきもの事典　もっと 今泉 忠明 『なっちゃんのなつ』 伊藤　比呂美 ゆりかごに聞く まさき としか
海の生きものつかまえたらどうする? 杉本 幹 愛が嫌い 町屋 良平
水の生物 白山 義久 失われた近代を求めて　上・下 橋本 治 出身成分 松岡 圭祐
カタツムリ小笠原へ 千葉 聡 ボダ子 赤松 利市 いかれころ 三国 美千子
ファーブル先生の昆虫教室　3 奥本 大三郎 君たちは今が世界(すべて) 朝比奈 あすか カザアナ 森 絵都
昆虫　2 小池 啓一 御苑に近き学び舎に 荒木 源 検事の信義 柚月 裕子
日本カエル探検記 関 慎太郎 ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤 黄色い実 吉永 南央
ミッション・ゾウ・レスキュー アシュリー・ブラウン・ブリュエット オーロラみつけた 片岡 龍峰 家康謀殺 伊東 潤 生のみ生のままで　上・下 綿矢 りさ
身近でできるSDGsエシカル消費　1～3 三輪 昭子 すきっていわなきゃだめ? 辻村 深月 空と湖水 植松 三十里
宇宙探査ってどこまで進んでいる? 寺薗 淳也 マンマルさん マック・バーネット アロワナを愛した容疑者 大倉 崇裕 『出身成分』 松岡 圭祐
庭に咲く花えほん 前田 まゆみ エジソン トーベン・クールマン 大坂の陣 岡田 秀文
キン肉マン「超人」 ゆでたまご アレックスとまほうのふね キャサリン・ホラバード あとは切手を、一枚貼るだけ 小川 洋子

なまけものパーティー 齋藤 槇 本好きの下剋上　第4部　7 香月 美夜
『海の生きものつかまえたらどうする?』 杉本 幹 ドラゴンのお医者さん パトリシア・バルデス いつかの岸辺に跳ねていく 加納 朋子

あしたはきっと デイヴ・エガーズ 見えない轍 鏑木 蓮
どっちからよんでも 本村 亜美 ガラスの城壁 神永 学
すきなひと 桜庭 一樹 化物蠟燭 木内 昇
しろちゃんとはりちゃん なつのいちにち たしろ ちさと 図書室 岸 政彦
とおいまちのこと 植田 真 ぬるくゆるやかに流れる黒い川 櫛木 理宇

いるいないみらい 窪 美澄 テーマパーク化する地球 東 浩紀
オリンピック・パラリンピッククイズ　1～4 オリパラクイズ研究会 『すきっていわなきゃだめ?』 辻村　深月 誰そ彼の殺人 小松 亜由美 井上ひさしベスト・エッセイ 井上 ひさし
世界の外あそび学じてん こどもくらぶさん 炎天夢 今野 敏 旅ドロップ 江國 香織
はじめてのラグビー 大野 均 亥子ころころ 西條 奈加 庭とエスキース 奥山 淳志
いきもの漢字図 えざき みつる 一分 坂岡 真 孤独という道づれ 岸 惠子
スイスイ!ラクラク!!読書感想文　小学1・2年 成美堂出版編集部 緋の河 桜木 紫乃 おやつが好き 坂木 司
スイスイ!ラクラク!!読書感想文　小学3・4年 成美堂出版編集部 K2 笹本 稜平 不惑の老後 曽野 綾子
スイスイ!ラクラク!!読書感想文　小学5・6年 成美堂出版編集部 ザ・ベストミステリーズ　2019 日本推理作家協会 アメリカ紀行 千葉 雅也
妖界ナビ・ルナ　9 池田 美代子 旧友再会 重松 清 令(うるわ)しく平和に生きるために 中西 進
ふでばこから空 北川 チハル カリスマvs.溝鼠 新堂 冬樹 いくつになっても 中野 翠
月白青船山 朽木 祥 どうしたらいいかわからない君のための人生 石井 光太 源平の怨霊 高田 崇史 自由思考 中村 文則
火星のカレー 斉藤 洋 本当の「頭のよさ」ってなんだろう? 齋藤 孝 マタタビ町は猫びより 田丸 雅智 孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦 瑠麗
落語少年サダキチ　さん 田中 啓文 みんなの「わがまま」入門 富永 京子 傲慢と善良 辻村 深月 じじばばのるつぼ 群 ようこ
もりのともだち、ひみつのともだち 原 京子 生きづらさを抱えるきみへ withnews編集部 線は、僕を描く 砥上 裕將 百鬼園戰前・戰中日記　上・下 内田 百間

獣医学部 斉藤 智 サリエルの命題 楡 周平 旅の窓からでっかい空をながめる 椎名 誠

『いきもの漢字図』 えざき みつる 虫ぎらいはなおるかな? 金井 真紀 ハッピーアワーは終わらない 東川 篤哉 富士日記　中 武田 百合子
鳥はなぜ鳴く?ホーホケキョの科学 松田 道生 希望の糸 東野 圭吾 僕が夫に出会うまで 七崎 良輔
お絵かき禁止の国 長谷川 まりる 綾峰音楽堂殺人事件 藤谷 治 ぼくたちが選べなかったことを、選びなおす 幡野 広志

『お絵かき禁止の国』 長谷川 まりる 『いるいないみらい』 窪 美澄 『旅ドロップ』 江國 香織

すくすく赤ちゃん 田原 卓浩

日 本 の 文 学 ・ 小 説

妊活を始めて4カ月。時間がないとあせる妻
に対し、夫の睦生は…。子どもがいてもいな
くても、毎日を懸命に生きるすべての人たち
へそっと手を差し伸べてくれる全5編を収録。
『小説野性時代』掲載を単行本化。

6/25～7/24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、電話から予約ができます。

旅をした場所と空気や食べ物、出会った
人々。時も場所も超えて、懐かしい思い出
とともに、はるかな世界に連れ出してくれ
る・・・。小さな物語のようなエッセー集。詩
3篇も収録。

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
令和元年 8月号

フナムシ、マダコ、ミズクラゲ・・・。岩場、潮
だまり、干潟、藻場といった海にすむ生き
もののつかまえかた、持ちかえりかた、飼
いかた、観察のポイントなどを、ひと目で
わかるように写真で解説。危険な生きもの
も紹介します。

人々の暮らしのまわりにいる、美しい姿のさ
まざまないきものたち。版画家のえざきみつ
るが、たくさんの動植物の名前を漢字で紹
介する。ページをめくると、漢字の読み方も
載っています。

子 育 て 支 援

ハルは中学3年。マンガが大好きなちょっと
オタクな女の子。そんな彼女の胸をときめか
せたのが、同級生のアキラだったのだが・・・。
誰にも言えない恋に悩む中3女子の卒業ま
での1年間を描く。

女の子たちの間で、好きな人に「好き」って言
うのが流行っている。もし「好き」って言って、
嫌がられたら、嫌われたらどうしよう。そう思
うだけで胸が苦しくなる。この気持ちは「好
き」? それとも…。

11年前の殺人・強姦事件の再捜査を命じら
れた、平壌郊外の保安署員クム・アンサノ。
謎の男の存在に辿り着くが、自国の体制に
疑問を抱き始め・・・。鉄壁な国家が作り出
す恐怖と個人の尊厳を緻密に描き出す、社
会派ミステリ長編。

なっちゃんがひとりで川原にでかけてみる
と、今はちょうど夏のまっさかり。草が生い
茂り、花が咲き、虫たちがうようよしていま
す。夕立におそわれ、家に帰ると、おばあ
さんからお墓参りにいこうと誘われ・・・。
日本の夏を描いた絵本。



ポジティブになれる英語名言101 小池 直己 インターネットで文献探索　2019年版 伊藤 民雄 家事のワンオペ脱出術 佐光 紀子 日本の名見るだけノート 福田 和也
未来の地図帳 河合 雅司 コンピュータサイエンス図鑑 クレール・クイグリー ふたり暮らしの育て方 主婦の友社 仕事で凹んだときに 朝倉 千恵子
地球をめぐる不都合な物質 日本環境化学会 できるWordPress 星野 邦敏 ゼロ家事 本間 朝子 プロの時間術 上阪 徹
津軽龍飛崎殺人紀行 梓 林太郎 土日で学べるプログラミング入門 日経ソフトウエア 「定年後」の“お金の不安”をなくす 大江 英樹 自分で「始めた」女たち グレース・ボニー
舌戦　 上田 秀人 アレクサvsシリ ジェイムズ・ブラホス 荻原博子の貯まる家計 荻原 博子 失敗しない起業55の法則 中野 裕哲
老女マノン・脂粉の顔 宇野 千代 アドラー心理学がよくわかる本 中野 明 貯まる女子の毎日の習慣 日経WOMAN編集部 伝え方大全 カーマイン・ガロ
京都伏見のあやかし甘味帖　4 柏 てん 怒らない習慣力 種市 勝覺 これ一冊ではじめる!日曜大工 山田 芳照 グーグルに学ぶ最強のチーム力 桑原 晃弥
出雲のあやかしホテルに就職します　6 硝子町 玻璃 定年をどう生きるか 岸見 一郎 みんなのルームシューズ 市ノ瀬 絵里子 絶対得するキャッシュレス決済超入門 岩田 昭男
ふりむけばそこにいる　2 久賀 理世 バカになれ 齋藤 孝 CHECK&STRIPE SEW HAPPY CHECK&STRIPE 同一労働同一賃金Q&A 高仲 幸雄
人情料理わん屋 倉阪 鬼一郎 漢字で読み解く日本の神様 山口 謠司 はじめてのフェズ刺繡 アタマンチャック中山奈穂美 インスタグラム商品写真の撮り方ガイド 6151
裏・町奉行闇仕置　3 倉阪 鬼一郎 みるみるつながる仏像図鑑 三宅 久雄 はじめてのレース編み 河合 真弓
親父の十手を受けついで　1 小杉 健治 元号読本 所 功 Zoozのフェルトモビール&ガーランド Zooz 『伝え方大全』 カーマイン・ガロ
再燃 小杉 健治 超訳東大教授が教える!戦乱図鑑 山本 博文
日の昇る国へ 佐伯 泰英 知られざる弥生ライフ 譽田 亜紀子 『貯まる女子の毎日の習慣』 日経WOMAN編集部
春淡し　 佐伯 泰英 発掘された日本列島　2019 文化庁
若旦那隠密　4 佐々木 裕一 令和時代に万葉集から学ぶ古代史 中津 攸子
明るい夜に出かけて 佐藤 多佳子 中世日本を生きる 新井 孝重
罪の声 塩田 武士
びいどろ金魚 篠 綾子 『アレクサvsシリ』 ジェイムズ・ブラホス
脳人間の告白 高嶋 哲夫
短篇ベストコレクション　2019 日本文藝家協会 新・大学生が出会う法律問題 信州大学経法学部
深川二幸堂菓子こよみ　2 知野 みさき 図解わかる生命保険　2019-2020年版 ライフプラン研究会
つなぐ鞠 知野 みさき 植物の病気と害虫防ぎ方・なおし方 草間 祐輔 日本一やさしい税法と税金の教科書 西中間 浩
献上の祝酒 千野 隆司 だれでもできるプランター菜園 原 由紀子 年金相談標準ハンドブック 井村 丈夫
酔い待ち草 辻堂 魁 野菜づくりの困った!解決ハンドブック 野菜だより編集部 あなたの年金　2019-2020年版 椎野 登貴子
鬼女と賊 鳥羽 亮 バラ図鑑475種 入谷 伸一郎 図解いちばん親切な年金の本　19-20年版 清水 典子
黄昏出張所 中村 ふみ つくる・育てる・飾る!超ミニ盆栽 岩井 輝紀 身近な人の葬儀と葬儀後の手続き届け出のすべて 小関 勝紀
ひかる風 中島 久枝 ロシアを知る。 池上 彰 植栽大図鑑 山崎 誠子
最後の晩ごはん　12 椹野 道流 ジェインズヴィルの悲劇 エイミー・ゴールドスタイン メンテナンスドッグマッサージ　基礎編 櫻井 裕子
菓子屋横丁月光荘　2 ほしお さなえ フィンランドを知るためのキーワードA to Z 日本フィンランドデザイン協会 北前船と下津井界隈散策 倉敷ぶんか倶楽部
dele　3 本多 孝好 習近平の敗北 福島 香織 新幹線のすべて 「旅と鉄道」編集部 完全図解糖尿病のすべて 片山 隆司
京洛の森のアリス　3 望月 麻衣 知らないと恥をかく世界の大問　10 池上 彰 「心の病気」がきちんとわかる本 齋藤 英二
ひかりの魔女　2 山本 甲士 天皇の政治史 安田 浩 シニアの逆流性食道炎 三輪 洋人
殺愛 六道 慧 経済で読み解く日本史　1～5 上念 司 完全図解心臓病のすべて 中村 正人
天狗そば 和田 はつ子 一目置かれる知的教養日本美術鑑賞 秋元 雄史 やっぱり高血圧はほっとくのが一番 松本 光正

『天皇の政治史』 安田 浩 世界でもっとも美しい装飾写本 田中 久美子 子どもと親のためのワクチン読本 母里 啓子

『黄昏出張所』 中村 ふみ 原田マハの印象派物語 原田 マハ 腎臓病 川村 哲也
もっと知りたい村山槐多 村松 和明
カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 安藤 幸司 『「心の病気」がきちんとわかる本』 齋藤 英二
永遠なれ魯山人 山田 和
オリンピックの輝き 佐藤 次郎
証言イチロー 別冊宝島編集部
少年サッカーケガ防止マニュアル 金子 憲一
居飛車108のツボ 高橋 道雄

<図説>世界史を変えた数学 ロバート・スネデン 奇跡の朗読教室 斉藤 ゆき子
ストーリー・オブ・マイ・キャリア L.M.モンゴメリ 定本柳宗民の雑草ノオト　夏 柳 宗民 言の葉連想辞典 あわい
アリバイ アガサ・クリスティー 植物の生きる「しくみ」にまつわる66題 田中 修 レポートの作文技術 寺島 隆吉
パリンプセスト キャサリン・M.ヴァレンテ 47都道府県・花風景百科 西田 正憲
おしゃべり時計の秘密 フランク・グルーバー 野ばらハンドブック 御巫 由紀 『原田マハの印象派物語』 原田　マハ 鎌田式「スクワット」と「かかと落とし」 鎌田 實
七つの殺人に関する簡潔な記録 マーロン・ジェイムズ 手すりの虫観察ガイド とよさき かんじ 認知症を防ぐ!多湖輝 頭の体操ドリル 多湖輝研究所
短編画廊 ローレンス・ブロック 中村元の全国水族館ガイド125 中村 元
ずれた銃声 ドリス・マイルズ・ディズニー おしゃべりながんの図鑑 小倉 加奈子
オリシャ戦記　PART1 トミ・アデイェミ 体が整うツボの解剖図鑑 福辻 鋭記
月の光を飲んだ少女 ケリー・バーンヒル 人を襲うハチ 小川原 辰雄 花々のばらあど 藤縄　匡伸

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

青年・ハジメの目の前に、時の蟲から歴史
を守る「蟲番」だと名乗る男が現れる。蟲喰
いを修復する3つのミッションに成功すれば
報酬がもらえると蟲番はいう。一攫千金を
夢見て任務にあたるハジメだが・・・。

郷 土

大日本帝国憲法での天皇制は、立憲君主と
して臣下の補弼により統治を総覧するとされ
た。だが、実際は天皇自身も政策に介入する
ことがあり、内閣・軍部も天皇を利用した。史
料に基づき明治・大正・昭和の天皇三代の実
態に迫る。

限られた収入の中で、うまくやりくりしながら
お金を貯める秘訣は何か? 友人や同僚にも
なかなか聞けない「働く女性の家計管理」の
極意を、貯め上手な20人の実例でたっぷり
紹介。

うつ病、統合失調症、パーソナリティ障害、ア
ルコール依存症など、多くの人が抱える「心
の病気」についてやさしく解説。各病気の原
因や症状、対処法に加え、心療内科や精神
科、クリニックの選び方も紹介する。

健 康 長 寿

わかりやすい言葉で話せ、5秒で全体像を見
せろ、ストーリーを語れ、心を揺さぶれ。世界
の「伝え方の達人」50人超の実例とともに、
伝え方の「鉄板」の技術を教える。

IoTの鍵を握るテクノロジーである「しゃべる
AI」の覇者は誰なのか? ＩＴの巨人たちが繰
り広げる音声AIのプラットフォーム戦争、個
人情報の漏洩や悪用…。ボイスコンピュー
ティングの未来を解き明かす。

モネ、ドガ、ルノワール、ゴッホ…。貧困、世
評、病と闘いながら新しい道を切り拓いて
いった印象派の画家たちの物語を、作品と
ともに紹介する。『芸術新潮』2018年6月号
特集を再編集し、高橋明也との対談を追加。

法 律 情 報


