
きつねのぱんとねこのぱん 小沢 正
かわいいきいろのクジラちゃん かこ さとし
とうみんホテルグッスリドーゾ かめおか あきこ

こどもプログラミング たにぐち まこと ともだちのいろ きくち ちき
しらべるちがいのずかん おかべ たかし
人と動物の日本史図鑑　1 小宮 輝之 北窓 優太

こんやはどんなゆめをみる? 工藤 ノリコ
陰山 英男 おすしがすきすぎて サトシン

世界じゅうの女の子のための日 ジェシカ・ハンフリーズ

きかせてあなたのきもち 長瀬 正子
星空教室 藤井 旭
もしも動物と話せたら? ジェイソン・ビッテル

邯鄲の島遙かなり 下 貫井 徳郎
保坂 隆 メディコ・ペンナ 蓮見 恭子

「はやぶさ2」のはるかな旅 的川 泰宣 御坊日々 畠中 恵
ご機嫌剛爺 逢坂 剛 笑うマトリョーシカ 早見 和真

稲葉 茂勝 カレン・ジェイムソン 暮らしの中の二十四節気 黛 まどか ディープフェイク 福田 和代
ブルーノ Fukase キリンのなやみごと ジョリ・ジョン 都々逸っていいなあ 小野 桂之介 死にふさわしい罪 藤本 ひとみ
どんぐり・木の実の森 岩藤 しおい ペンギンのこまりごと ジョリ・ジョン 黙約のメス 本城 雅人

きょうはだめでもあしたはきっと ルチア・スクデーリ 青柳 碧人 フェイクフィクション 誉田 哲也
『しらべるちがいのずかん』　 おかべ たかし ピンクいろのうさぎ たかお ゆうこ 赤と青とエスキース 青山 美智子 星を掬う 町田 そのこ

ぶうとぴょんのまほうのつえ 多田 ヒロシ エール 朝倉 宏景 ほんのこども 町屋 良平
ヒミツのひだりききクラブ キリーロバ・ナージャ 大鞠家殺人事件 芦辺 拓 矢印 松尾 スズキ
すくすくいのち はまの ゆか デンデケ・アンコール 芦原 すなお レインメーカー 真山 仁
はにわくん まつなが もえ 就活ザムライの大誤算 安藤 祐介 残照の頂 湊 かなえ
じゅんばんなんてきにしない テリー・ミルン ぼくらはアン 伊兼 源太郎 二千億の果実 宮内 勝典

6年1組黒魔女さんが通る!! 15 石崎 洋司 ローズ姫と黄金のめがね ロウリー・ムーア 宿命(リベンジ) 石原 慎太郎 毎日世界が生きづらい 宮西 真冬
ようかいとりものちょう乙 14 大崎 悌造 らいおんレストラン やまぐち りりこ 塞王の楯 今村 翔吾 北斗の邦へ翔べ 谷津 矢車
ねこのふくびき 木内 南緒 こうさぎとおちばおくりのうた わたり むつこ 小さい予言者 浮穴 みみ SIP超知能警察 山之口 洋
もうひとつのアンデルセン童話 斉藤 洋 剣樹抄 2 冲方 丁 救国ゲーム 結城 真一郎
そらとうみとぐうちゃんと 椎名 誠 秋のカテドラル 遠藤 周作 らんたん 柚木 麻子
ジャノメ 戸森 しるこ あの春がゆき この夏がきて 乙川 優三郎
まじょのナニーさん 8 藤 真知子 ミニシアターの六人 小野寺 史宜 『笑うマトリョーシカ』　 早見 和真
おばけガムをたべちゃった! むらい かよ 剛心 木内 昇
チイの花たば 森 絵都 中野のお父さんの快刀乱麻 北村 薫
湖の中のレイチェル K.R.アレグザンダー あなたに安全な人 木村 紅美

徳川埋蔵金はここにある 鯨 統一郎
アレックス・T.スミス 君の名前の横顔 河野 裕

イアリーの魔物 1 トーマス・テイラー ヌルハチ 小前 亮
オンボロやしきの人形たち 未来のきみを変える読書術 苫野 一徳 おはようおかえり 近藤 史恵
クリスマス・ピッグ J.K.ローリング 森の日本史 黒瀧 秀久 怖ガラセ屋サン 澤村 伊智
青いつばさ シェフ・アールツ 神話でたどる日本の神々 平藤 喜久子 倒産続きの彼女 新川 帆立 遠慮深いうたた寝 小川 洋子

はじめての考古学 松木 武彦 真・慶安太平記 真保 裕一 みらいめがね 2 荻上 チキ

『ねこのふくびき』　 木内 南緒 シリウスの反証 大門 剛明 傘のさし方がわからない 岸田 奈美
坪田 信貴 ビタートラップ 月村 了衛 月夜の森の梟 小池 真理子

100年無敵の勉強法 鎌田 浩毅 闇祓 辻村 深月 今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠 るい
凛として弓を引く 碧野 圭 幻の旗の下に 堂場 瞬一 ミルクとコロナ 白岩 玄
ソードアート・オンライン 26 川原 礫 鬼人幻燈抄 8 中西 モトオ 一人でぽつんと生きればいい 曽野 綾子
キャプテン　高校野球編 2 ちば あきお ルーティーンズ 長嶋 有 ふむ、私は順調に老化している 中山 千夏
道化者 トーマス・マン 夜が明ける 西 加奈子 憂行日記 北 杜夫

『倒産続きの彼女』　 新川 帆立 『傘のさし方がわからない』　 岸田 奈美
ぎんいろのねこ あまん きみこ
因幡の素兎オオナムチ 飯野 和好
ロボベイビー
れいとうこのそこのおく うえだ しげこ
のりものいっぱい 浦中 こういち

むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。

『とうみんホテルグッスリドーゾ』 かめおか あきこ

『ぶうとぴょんのまほうのつえ』 多田 ヒロシ

『未来のきみを変える読書術』 苫野 一徳

2025年大阪・関西万博SDGsガイドブック

クイズでわかる!世界の国と国旗

ナナフシのからだどうしてながいの?

おちばのねどこでおやすみなさい

やりたいことが見つからない君へ

ちゃんと知りたい「がん」のこと 3

ウィンストンとクリスマスのおとしもの

フランシス・ホジソン・バーネット

デイヴィッド・ウィーズナー

日 本 の 文 学 ・ 小 説

婚活に励む弁護士・玉子と、高飛車な弁護士・
麗子は、「会社を倒産に導く女」と内部通報され
たゴーラム商会経理課・近藤まりあの身辺調査
を行うことに。調査を進めるなか、リストラ勧告
用の「首切り部屋」で死体を発見し…。

10/21～11/24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

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3年 12月号

ホテルグッスリドーゾは動物たちが安心して
冬を過ごせるとうみんホテル。この秋もまた、
3びきのうさぎたちがお客様を出迎えます。
みんなぐっすりねむれる絵本。

圧倒的な魅力で、官房長官に上り詰めた青年代
議士と秘書。彼らに違和感を持った女性記者が、
隠された過去を暴くため、取材を重ねるが…。
『オール讀物』掲載に書き下ろしを加えて単行本
化。

からいシシトウとからくないシシトウはどうち
がう? インコとオウムはどこがちがう? 昔と今
のポストのちがいは? さまざまなものの「ち
がい」を豊富なビジュアルでわかりやすく解
説する。

なぜ大人は本を読めというのだろう? 読書の
効用から、読書の方法、レジュメ(読書ノート)
の作り方まで、頭と目を鍛えるための本の読
み方を解説する。おすすめの本も紹介。

みゆの家で飼っている猫のルークが人間に!? 
ねこの町のふくびきで一等賞の「ねこのきゅう
か」を当てて人間になったルークは、みゆの学
校に行きたいと言います。みゆは、ルークといっ
しょに学校へ行くことに…。

子ぶたのぶうと子うさぎのぴょんが、魔法のつえ
を使ってマジックに挑戦。りんごを消したり、あめ
を降らせたり、ハトを出したりと大活躍! みんな
は、トリックがわかるかな? 「ぶうとぴょんのえほ
ん」シリーズ。

車いすユーザーの母のために全財産を使って
外車を買った。隣家がリビングで焼きいもをし
て火事になった。iDeCoの書類を書きながら、
生きる希望について考えた…。笑えて、ときに
泣けてしまう爆走エッセイ。



稲荷書店きつね堂 5 蒼月 海里 もっと知りたい延暦寺の歴史 久保 智康
派遣社員あすみの家計簿 2 青木 祐子 SE編集部 石原 泉 はじめてのボタニカルアート 小林 英成
相棒 season19上 碇 卯人 見るだけIT用語図鑑278 草野 俊彦 図説鉱物の博物学 松原 聰 立ちどまらない少女たち 大串 尚代
武士の流儀　6 稲葉 稔 スッキリ!がってん!IoTの本 安本 慶一 字てがみ年賀状 高嶋 悠光
酔いどれ鳶 宇江佐 真理 バーチャル・リアリティ百科 川手 鮎子
流葉断の太刀 2 上田 秀人 秒で伝わるパワポ術 豊間根 青地 人生100年時代の脳科学 中村 克樹 桑田 佳祐
鬼 東 雅夫 東京の美しい図書館 立野井 一恵 認知症世界の歩き方 筧 裕介 タカラヅカ百年の芸名 桐山 智子
京都伏見のあやかし甘味帖 7 柏 てん 100万回死んだねこ 福井県立図書館 貧血の人の基本の食事 鈴木 謙 いろいろ 上白石 萌音
わるじい慈剣帖 7 風野 真知雄 ここに物語が 梨木 香歩 免疫力を高める塩レシピ 青山 志穂 服と賢一 滝藤 賢一
黒島伝治作品集 黒島 伝治 米澤屋書店 米澤 穂信 快適キャンプマニュアル ガルヴィ編集部
幻の男 小杉 健治 私が本からもらったもの 駒井 稔 岡本 由希 百花帖 雨宮 ゆか
恩がえし 小杉 健治 絶滅危惧動作図鑑 藪本 晶子 ちょっと長めの詰将棋 高橋 道雄
陰の人 佐伯 泰英 1冊で学位心理学 アラン・ポーター 『認知症世界の歩き方』　 筧 裕介 英文法の解剖図鑑 すずき ひろし
台所太平記 谷崎 潤一郎
短編ホテル 集英社文庫編集部 山崎 武也 『百花帖』　 雨宮 ゆか
斬雪 辻堂 魁 美しいお経 瀬戸内 寂聴
ひねもすなむなむ 名取 佐和子
本所おけら長屋 17 畠山 健二
モンスターと食卓を 3 椹野 道流
言葉の園のお菓子番 2 ほしお さなえ 世界の海賊 ジェイミー・グッダール

下町洋食バー高野 2 麻宮 ゆり子 史書を旅する 読売新聞文化部
京都船岡山アストロロジー 望月 麻衣 復原模型で見る日本の歴史 五味 文彦 世界を変える100の技術 日経BP
通い猫アルフィーの贈り物 レイチェル・ウェルズ 声をあげて、世界を変えよう! アドーラ・スヴィタク がまんしない家 水越 美枝子
寄宿学校の天才探偵 3 モーリーン・ジョンソン 名字の歴史 森岡 浩 大人めがねスタイル 主婦の友社 個人事業主1年目の強化書 天田 幸宏
ヨルガオ殺人事件 上・下 アンソニー・ホロヴィッツ いちばん探しの世界旅 吉田 友和 日本宇宙開発夜話 稲田 伊彦 本当に賢い会社のたたみ方 花本 明宏
<弱さ>を<強み>に 天畠 大輔 日本列島地名の謎を解く 谷川 彰英

シェルパの友だちに会いに行く 石川 直樹 本多 さおり はざま 悟

『ひねもすなむなむ』 名取 佐和子 夕暮れに夜明けの歌を 奈倉 有里 老けない美容、老ける美容 神崎 恵 仕事に生かすアート思考 町田 裕治
炊飯器で一発定食 澁谷 梨絵

『いちばん探しの世界旅』 吉田 友和 このレシピ リピ確定です ジョーさん。
お味噌知る。 土井 善晴
満月珈琲店のレシピ帖 桜田 千尋 高校の教科書で学ぶ法学入門 宮川 基
毎日食べたい生米パン リト史織 図解による民法のしくみ 神田 将
七厘の本 坂口 一真 戸籍のことならこの1冊 石原 豊昭 他
私と部屋 マガジンハウス

大上 修一郎
雨の島 呉 明益 『満月珈琲店のレシピ帖』 桜田 千尋
J.R.R.トールキンの世界 ジョン・ガース
誉れの剣 2 イーヴリン・ウォー 亡国の危機 櫻井 よしこ
冬 アリ・スミス 美しく、強く、成長する国へ。 高市 早苗 子どもの発達障害 本田 秀夫
夜の声 家族と自分を感染症から守る本 岡田 晴恵
トーベ・ヤンソン 人生、芸術、言葉 ボエル・ヴェスティン 浜田 龍太郎
地下鉄のザジ レーモン・クノー 台湾VS中国謀略の100年史 近藤 大介 河盛 隆造
アポカリプス・ベイビー ヴィルジニー・デパント 「なぜ」から始まる「働く」の未来 立花 聡

子どもの「じんけん」まるわかり 汐見 稔幸 谷口 優
その農地、私が買います 高橋 久美子 みんなの双極症 南中 さくら

諏内 えみ おうち野菜づくり 宮崎 大輔
境港絵葉書タイムトラベル 佐々木邦広 猫のいる暮らし、猫のいる部屋 パイインターナショナル 重野 佐和子
ふるさと再発見の旅　中国地方 清永 安雄 森と樹木の秘密の生活 オラヴィ・フイカリ
島根のトリセツ 昭文社 きのこ図鑑 牛島 秀爾
鳥取のトリセツ 昭文社 イオンを創った男 東海 友和
出雲怪談 神原リカ 他 世界「失敗」製品図鑑 荒木 博行 栗原式不老長寿大全 栗原 毅
出雲国風土記植物絵録 宮倉・ヨリタ 誠 タクシードライバーぐるぐる日記 内田 正治 1日1分名作・名曲で健康音読 塩田 久嗣
リーチ好き 山本　教行 風景印ミュージアム 古沢 保 「毎日音読」で人生を変える 寺田 理恵子

『「なぜ」から始まる「働く」の未来』 立花 聡

大腸がんになった料理家のごはん帖

計算いらず糖尿病のおいしいレシピ

なぜか感じのいい人が気をつけていること

超わかりやすく政治について教えてくださいスティーヴン・ミルハウザー

絵や字が苦手でもかわいく仕上がる手帳・ノートレシピBOOK

消費者契約法のトラブル相談Q&A

そういうことだったのか!高校数学

心も体もととのう漢方の暮らし365日
ポップス歌手の耐えられない軽さインディラ・トゥーヴェニン

もっと!「育ちがいい人」だけが知っている

認知症の始まりは歩幅でわかる

暮らしをそのままの自分に寄せて 仕事にあふれるムダを見つけてなくす方法!

飲むだけじゃない!抹茶でヘルスケア

健 康 情 報

産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

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

自分に自信のない若手僧侶・仁心は、ちょっと
変わった住職・田貫の後継として高知から岩手
の寺へやってきた。悩みの解決のためならなん
でもやる田貫を師として尊敬しはじめる仁心だ
が、彼には重大な秘密があり…。

郷 土

挿花家が身近で親しみやすい100点の花を紹
介。生け方やうつわとの合わせ方のほか、人
の暮らしとの関わり、生息地や季節、育て方な
どの実用情報も含めて、美しい写真と小さな
エッセイで綴る。「百葉帖」も同時刊行。

健 康 長 寿

法 律 情 報

「満月珈琲店」の世界観をそのまま味わえるレ
シピ帖。憧れの「空色ソーダ」から「真夜中のカ
フェ」「しし座のハンバーガー」まで、月や星にち
なんだメニューの作り方を、美しいイラストや写
真とともに紹介する。

コロナ下の日本、雇用はどうなる? トヨタなど有名
企業で、会社員のための「生き方改革」を先導し
てきた国際派コンサルタントが、アジアのビジネ
ス現場から見た日本の現状と、「人生の可能性
を広げる」ための未来戦略を示す。

乗るとだんだん記憶をなくすミステリーバス、距
離も方角もわからなくなる二次元銀座商店街…。
認知症のある人が経験する出来事を「旅のス
ケッチ」と「旅行記」の形式にまとめ、だれもが身
近に感じるストーリーで紹介する。歴 史 ・ 地 理

総 記 ・ 哲 学

世界でいちばんメルヘンな国・ポーランド、世界
でいちばん甘い国・フランス、世界でいちばんカ
ラフルな国・メキシコ…。旅の達人が「世界でいち
ばん○○な国」をテーマに選んだ25か国を紹介
する。『国際人流』連載を書籍化。


