
3人のパパと3つのはなたば クク チスン
ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤 ノリコ
ニッキの火星探検 コマヤスカン

世界の歴史　別巻1～4 小学館 エゾシマリス 佐藤 圭
大統領の大事典 関 眞興 うさぎちゃんスキーへいく せな けいこ
警察のウラガワ 倉科 孝靖 たいそうするよ 高畠 純
おやこで話す子どもの貧困 阿部 彩 ちちんぷいぷい 谷川 俊太郎
ICTで生活科　1 フレーベル館
さわって学べる図形図鑑 朝倉 仁 『ほんやねこ』 石川 えりこ
生きもののふしぎ 上田 恵介

グレイス・ハンセン
病院のウラガワ 佐藤 昭裕 かすてぼうろ 武川 佑
陸送会社図鑑 ゼロ 濁り水 日明 恩
雑木林の20年 瀬長 剛 しっぽや ななもり さちこ ハムレット!ハムレット!! 谷川 俊太郎
漢字が好きになる!! 笹原 宏之 はりねずみくんのゆきだるま はらだ よしこ 歓待する文学 小野 正嗣 辻調鮨科 土田 康彦
方言ずかん 篠崎 晃一 フェアプレイの向こう側 法月 綸太郎 現代生活独習ノート 津村 記久子

ふくざわ ゆみこ その花の名を知らず 長野 まゆみ

『方言ずかん』　 篠崎 晃一 こねこが まつおか たつひで 木越 治 黄金の刻(とき) 楡 周平
ゆきのようせい 松田 奈那子 松本隆のことばの力 松本 隆 黄金旅程 馳 星周
えきべんとふうけい マメイケダ マンモスの抜け殻 相場 英雄 滅私 羽田 圭介
さむがりやのスティーナ ラニ・ヤマモト 底惚れ 青山 文平 夜半獣 花村 萬月
新月くん よしだ みなこ ひとり旅日和 3 秋川 滝美 闘資 浜口 倫太郎
ちいさなおじさんとおおきな犬 バールブロー・リンドグレン 新しい星 彩瀬 まる 李王家の縁談 林 真理子

少年探偵響 8 秋木 真 蚕の王 安東 能明 やまのめの六人 原 浩

『さむがりやのスティーナ』 ラニ・ヤマモト 能面鬼 五十嵐 貴久 探偵少女アリサの事件簿 3 東川 篤哉
石井 睦美 ミチクサ先生 上・下 伊集院 静 山亭ミアキス 古内 一絵

かせいじんのおねがい いとう ひろし パラソルでパラシュート 一穂 ミチ 四十過ぎたら出世が仕事 本城 雅人
レッツキャンプ いとう みく 夜叉の都 伊東 潤 博多さっぱそうらん記 三崎 亜記
ほねほねザウルス 25 カバヤ食品株式会社 薔薇色の門 誘惑 遠藤 周作 原罪 山本 音也
りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの ゆうこ 11の秘密 大崎 梢 ほか ミス・パーフェクトが行く! 横関 大
魔女みならいのキク 草野 あきこ 青天を衝け 4 大森 美香
しんぱいなことがありすぎます! 工藤 純子 残月記 小田 雅久仁 『山亭ミアキス』　 古内 一絵
ぼくらの悪校長戦争 宗田 理 吾妻おもかげ 梶 よう子
四つ子ぐらし 10 ひの ひまり 数理の窓から世界を読みとく 初田 哲男
お天気屋と封印屋 廣嶋 玲子 平等ってなんだろう? 齋藤 純一 門井 慶喜
はやとちりからはじまった 藤田 千津 法は君のためにある 小貫 篤 むき出し 兼近 大樹
しりとり電車のハヤイチくん 別司 芳子 マイテーマの探し方 片岡 則夫 神曲 川村 元気
飛べ!遺伝子を超えて 森川 成美 世界一くさい食べもの 小泉 武夫 リズム・マム・キル 北原 真理
ぶきみ!ドクローランド 吉田 純子 未来の医療で働くあなたへ 奥 真也 チンギス紀 12 北方 謙三
親切なおばけ 若竹 七海 SDGs時代の食べ方 井出 留美 R.I.P. 久坂部 羊
動物探偵ミア　歌って!アルパカ ダイアナ・キンプトン カキナーレ 深谷 純一 熔果 黒川 博行 ステキな奥さんぬははっ 4 伊藤 理佐

女性失格 小手鞠 るい ペーパームービー 内田 也哉子

『お天気屋と封印屋』　 廣嶋 玲子 衣笠 彰梧 パパララレレルル 最果 タヒ
文豪中学生日記 小手鞠 るい 不村家奇譚 彩藤 アザミ 最果 タヒ
ポーチとノート こまつ あやこ アスベストス 佐伯 一麦 愛子の格言 佐藤 愛子
境界のポラリス 中島 空 答えは風のなか 重松 清 胃が合うふたり 千早 茜
昔話法廷　Season5 ダブルバインド 城山 真一 父のビスコ 平松 洋子
セカイを科学せよ! 安田 夏菜 かぐや姫、物語を書きかえろ! 雀野 日名子 旅する少年 黒川 創
タフィー サラ・クロッサン 采女の怨霊 高田 崇史 田辺聖子十八歳の日の記録 田辺 聖子

『セカイを科学せよ!』 安田 夏菜 『11の秘密』　 大崎 梢 ほか 『愛子の格言』　 佐藤 愛子
ほんやねこ 石川 えりこ
たぬき いせ ひでこ
チャレンジミッケ! 11 ウォルター・ウィック
はっけよい!おせちばしょ 奥原 弘美
セイロウさん かとう まふみ

おしえて!エコロジー生きもの　1～4

ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編5

くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい

NHK Eテレ「昔話法廷」制作班

魔女のマジョランさん世界一まずいクッキー

読まなければなにもはじまらない

神様の友達の友達の友達はぼく

ロミオとジュリエットと三人の魔女

日 本 の 文 学 ・ 小 説

隠された幻の家訓、ある一族の謎めいた掟、
読まれるはずのなかった遺言…。さまざまな
形で残された<ラスト・メッセージ>とは? 大崎
梢、近藤史恵ら11人の実力派女性作家によ
る、驚きと感動のアンソロジー。

11/25～12/22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4年 1月号

本屋のねこがお散歩にでかけたある日の夕
暮れ。閉め忘れた窓から入り込んだ強い風
が、絵本の登場人物たちを窓の外へ吹き飛
ばしてしまいました。ねこはお散歩をしなが
ら彼らを探すことに…。

心に悩みを抱える人が迷い込む、森の中の不
思議な宿「山亭ミアキス」。しかし、泊まると間違
いなく酷い目に遭わされる。人をたぶらかす、
謎めいたオーナーたちの正体と目的とは? 『小
説野性時代』等掲載を単行本化。

方言ってなに? いつできたの? どんなちがいが
あるの? 日本全国で使われている方言を、場
面別、地域別に紹介するカラー図鑑。歌のな
かの方言や地域の特産品、映画やアニメの方
言、方言を楽しむためのブックリストも収録。

ルーツが日米の蟲好き女子・葉奈。ルーツが
日露のミハイル。葉奈とミハイル、そして科学
部の面々は、生物班の存続をかけ、学校に活
動の成果を示すことに…!? ミックスルーツの中
学生が繰り広げるバイオロジカル・コメディ。

封印屋のポーさんが、お天気の魔法使い・ビビ
をお茶会にご招待。ふたりはどんなおしゃべりを
するのでしょう。ビビは、ポーさんとツルさんの恋
の行方を聞きたくて…。「十年屋」シリーズのキャ
ラクター、ビビ&ポーさんの物語。

スティーナはとってもさむがりの女の子。冬は
ぜったい外に出たくないし、家のなかでも寒さ対
策は万全。でも最近、なぜだか外の様子が気に
なって…。冬をあたたかく過ごすための発明品や
手作り遊びのアイデアも満載。

この秋98歳。ありのままに自分の息づかいで
やっていくしかないわいな。この頃は元気だっ
たなア…。男と女、嫁と姑、親と子。40年ぶりに、
全盛期の愛子節がよみがえる。文字が大きく
読みやすい新装版。



人の研究を笑うな 藤田 紘一郎
横田 真由子 奇跡の目元ほぐし 村木 宏衣

「札所めぐり」のひみつ 八木 透 庭仕事の真髄
視覚化する味覚 久野 愛 鼻スッキリで夜ぐっすり 高島 雅之
親孝行の日本史 勝又 基 『一生困らないお金の習慣』 加谷 珪一 はじめての薬膳生活 岡尾 知子 朝日新聞出版
宮廷のまじない師 2 顎木 あくみ それでも君は医者になるのか 中山 祐次郎 ありがとうがしりたくて 菊田 まりこ
明日へつながる5つの物語 あさの あつこ ゆるませ養生 すきさん 旅する鉄道写真 米屋 こうじ
日雇い浪人生活録 12 上田 秀人 コロナ戦記 山岡 淳一郎 クラシックを読む 1 百田 尚樹
かすがい食堂 2 伽古屋 圭市 青天を衝け　完結編 大森 美香
金閣寺は燃えているか? 鯨 統一郎 『鼻スッキリで夜ぐっすり』　 高島 雅之
三代目誕生 倉阪 鬼一郎 綾小路 きみまろ
雪見酒 佐伯 泰英 全身パートナーストレッチ 小岩 健一
すみれ飴 坂井 希久子 江戸・ザ・マニア 浅生 ハルミン
雲雀の太刀 佐々木 裕一 超ワイド!2000年絵巻 朝日新聞出版 読み解き!方言キャラ 田中 ゆかり
新・入り婿侍商い帖 2 千野 隆司 一冊でわかる江戸時代 大石 学 英語ミステイクの底力 里中 哲彦
あなたとなら食べてもいい 千早 茜 ほか 幕末大江戸のおまわりさん 西脇 康 日本人の英文法 時吉 秀弥
あらくれ・新世帯 徳田 秋声 破綻の戦略 高橋 博史
竹笛 藤原 緋沙子 メルケル カティ・マートン 『江戸・ザ・マニア』　 浅生 ハルミン
もうひとつの「流転の海」 宮本 輝 世界の祝祭 SDGsな生活のヒント タラ・シャイン
婚活食堂 6 山口 恵以子 英国建築の解剖図鑑 マシュー・ライス

災害に強い家はこうつくる 七呂 恵介
山本 巧次 戦国武将を癒やした温泉 上永 哲矢 そもそもこうだよ住宅設計 増田 奏

マンスフィールド・パーク 上 ジェイン・オースティン 京都一周トレイルマップ&ガイド 武相荘、おしゃれ語り 牧山 桂子
暗殺者の献身 上・下 マーク・グリーニー 狩りの思考法 角幡 唯介 大切なこと 内田 彩仍
死まで139歩 ポール・アルテ 着物のイロハ 大竹 恵理子

まいにち刺し子 sashikonami
有元家のさもないおかず 有元 葉子 仕事はかどり図鑑 河西 紀明 他

2030未来への分岐点　2 NHKスペシャル取材班 つくおきの“悩まない”おかず nozomi 片づけが9割 清水 申彦
岸田ビジョン 岸田 文雄 毎日食べる。家で、ひとりで。 渡辺 康啓 就活のための「四季報」活用法 田宮 寛之
ネット社会と民主主義 辻 大介 就活事変! 新田 龍
覚えておきたい総理の顔100 本間 康司 村上 祥子
お金の日本史　近現代編 井沢 元彦 肉はシンプルに漬ける! 堤 人美 平山 枝美
超話し方図鑑 五百田 達成 小さなサクサクタルト キュームタルト 広告コピーと100の物語 Ominae

絵本のようなお菓子 milky pop.
尾林 誉史 Power Design Inc.

円 劉 慈欣 ハラスメント言いかえ事典 山藤 祐子 kayoko 朝日キーワード就職　2023 朝日新聞出版
世界でいちばん弱い妖怪 キム ドンシク からだからケアがわかる本 秋山 昌江 集中できる部屋づくり 米田 まりな
ラフカディオ・ハーン 前田 專學 ルポ森のようちえん おおた としまさ 長続きするラク家事収納術 水谷 妙子
ハムネット マギー・オファーレル わらべうたと心理学の出会い 湯澤 美紀 世界一親切な片づけの教科書 長島 ゆか
打ちのめされた心は フランソワーズ・サガン

弓を引く人 パウロ・コエーリョ 阿古 真理
天に焦がれて パオロ・ジョルダーノ ドラゴンは爬虫類 川崎 悟司 田方 みき

『超話し方図鑑』 五百田 達成 アイハーツ

機械学習をめぐる冒険 小高 知宏 明石 順平
ガーファネクストステージ スコット・ギャロウェイ
最新スマホ用語&操作事典
60歳からのスマホ品格レッスン 増田 由紀
司書になった本の虫 早坂 信子 サステナブル・フード革命 アマンダ・リトル 私がいなくなったら 中野 智子
100万回死んだねこ 福井県立図書館 食べる経済学 下川 哲 肝臓病の基本の食事 徳重 克年
はたらく哲学 佐藤 優 知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木 武 「適応障害」って、どんな病気? 浅井 逸郎

文系も超ハマる数学 横山 明日希 ペットの命を守る本 サニー カミヤ 脳梗塞治療大全 高木 誠
齊藤 勇 地形散歩のすすめ 新之介

わからないまま考える 山内 志朗 楽しい地層図鑑 小白井 亮一 高野 一枝 大橋 洋平
一生困らないお金の習慣 加谷 珪一 世界の美しい動物園と水族館 素晴らしきお菓子缶の世界 中田 ぷう ボクもたまにはがんになる 三谷 幸喜
ヤマザキマリの人生談義 ヤマザキ マリ ニュースなカラス、観察奮闘記 樋口 広芳 北前船の近代史 中西 聡 60歳からのヨガ入門 中井 まゆみ

知識ゼロでも楽しく読める!心理学

秀和システム編集本部

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう 8
東京ディズニーシー20周年クロニクル

『明日へつながる5つの物語』 あさの あつこ

シンプルでも「心ゆたか」に暮らす100のルール

キッチンから始める人生の整理術

我が家は前からソーシャル・ディスタンス

カラー筆ペンで楽しむはじめての絵手紙

がんばらないめんどくさくない人間関係を築くコツ

京都トレイルガイド協会

地球の歩き方編集室集

図書館司書30人が選んだ猫の本棚

ディズニーファン編集部

足し算デザイン&引き算デザイン

スー・スチュアート・スミス

暮らしが整う「片付けない」片付け

パイインターナショナル

お客様に嫌がられる接客喜ばれる接客

緩和ケア医 がんと生きる40の言葉

Q&Aで簡単!家づくりのお金の話がぜんぶわかる本

ふるさと納税ニッポン!　Vol.14(2021-22冬春号)

Q&A誰でもできるブラック企業対策

ラクしておいしい令和のごはん革命

『キッチンから始める人生の整理術』 村上 祥子

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

身分を越えた厚い忠義、軽やかで不思議な恋
愛、再び結ばれた友情、親子の愛の記憶。物
語の名手によって紡がれた、前向きな気持ちに
なりたい人へ贈る希望あふれる珠玉の作品集。

生きてる美術・盆栽、1万分の7の宝石・金魚、
密かに時間を刻む和時計…。江戸の人々も楽
しんだ、シブい趣味の達人を訪ねるイラスト・
ルポ。江戸東京博物館も紹介する。折り込み
イラスト付き。『なごみ』連載を単行本化。

法 律 情 報

見える・使いやすいキッチンの整え方、働くこと・
家事・日課の整理術、手間をかけずにしっかり
食べる・使い切る料理などを紹介。おつきあい
や生き方といった人生の整理術も伝える。説得力があって、感じのいい話し方とは? 「全世

代への“好印象度”アンケート調査」と「科学的エ
ビデンス」で正しいと証明された、すぐに使えて本
当に役立つコミュニケーションメソッドを100項目
厳選し紹介する。

鼻呼吸が楽にできると、睡眠の質が上がる。良
質な睡眠のための呼吸の仕組みや鼻の治療の
実際を紹介し、睡眠負債の怖さ、素晴らしい目
覚めのためにできること、知っておきたい睡眠
のメカニズムについてひもとく。

歴 史 ・ 地 理

総 記 ・ 哲 学

思考と行動を変えるだけで、お金が増える! 
投資、資産運用、住まい、時間の使い方、節
約など、合理的ですぐ実践できる、お金と正し
く向き合うコツを、図解で分かりやすく紹介す
る。


