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こども世界の宗教 島薗 進
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渡邉 克晃
国立公園へ行こう!
世界一まぎらわしい動物図鑑 今泉 忠明 一九六一東京ハウス 真梨 幸子
いろんなところにいろんなむし 残照の頂 湊 かなえ
キリン解剖記 郡司 芽久 おひさまがおちないように チュ チョンリャン にべ屋往来記 村木 嵐
命を救う心を救う ふじもと みさと うさぎじかん 刀根 里衣 時代小説の戦後史 縄田 一男 きりきり舞いのさようなら 諸田 玲子
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わくわく手芸部 1～3 ミカ 野ばらの村の雪まつり ジル・バークレム 捜査線上の夕映え 有栖川 有栖 ミス・サンシャイン 吉田 修一
料理ができる子になる本 matsuko バスにのるひ はせがわ さとみ 新しい世界で 石持 浅海 ミトンとふびん 吉本 ばなな
家族農業が世界を変える 2 関根 佳恵・著 おにのパンツ 長谷川 義史 威風堂々 上・下 伊東 潤

ピンクはおとこのこのいろ ロブ パールマン 創世の日 江上 剛 『にべ屋往来記』　 村木 嵐
ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織

アニータ・ビスタボシュ 求めよ、さらば 奥田 亜希子
ファーガスどーこだ? マイク・ボルト 一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一
ヤマネのぼうやはねむれない!? ザビーネ・ボールマン 愚かな薔薇 恩田 陸
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てんさらばさらてんさらばさら わたり　むつこ もう別れてもいいですか 垣谷 美雨

ほんとのママはゴールドマリー 板橋 雅弘 本好きの下剋上 第5部[7] 香月 美夜
時間割男子 7 一ノ瀬 三葉 『バスにのるひ』 はせがわ さとみ ミーツ・ザ・ワールド 金原 ひとみ
ぼくんちのねこのはなし いとう みく 一期一会の人びと 五木 寛之
世界一クラブ 13 大空 なつき 神田 茜
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リトル☆バレリーナ 4 工藤 純子 真田の兵ども 佐々木 功 泣いてちゃごはんに遅れるよ 寿木 けい
飼育委員はアキラめない 小松原 宏子 おとぎカンパニー　モンスター編 田丸 雅智 今を生きるあなたへ 瀬戸内 寂聴
だいとかいのおばけずかん 斉藤 洋 真夜中のマリオネット 知念 実希人 人間の懊悩 高橋 三千綱
虹いろ図書館のかいじゅうたち 櫻井 とりお 教育 遠野 遙 まさかの日々 中野 翠
銀杏堂 2 橘 春香 自分を変えたい 宮武 久佳 小説岩波書店取材日記 中野 慶 にっこり、洋食 江國 香織 ほか
ライバル 葉真中 顕 「人それぞれ」がさみしい 石田 光規 遺言歌 なかにし 礼 掠れうる星たちの実験 乗代 雄介
秘密に満ちた魔石館 3 廣嶋 玲子 2050年の地球を予測する 伊勢 武史 夜が明ける 西 加奈子 三十代の初体験 羽田 圭介
不思議屋敷の転校生 藤重 ヒカル 14歳から考えたい貧困 世界の美しさを思い知れ 額賀 澪 吉祥寺ドリーミン 山田 詠美
心霊スポットは知っている 藤本 ひとみ 支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ 皆のあらばしり 乗代 雄介 大人の美学 山口 路子
ミオととなりのマーメイド 10 ミランダ・ジョーンズ 未来の科学者たちへ 大隅 良典 ラストツアー 原 宏一 ママがもうこの世界にいなくても 遠藤 和
暗号クラブ 20 ペニー・ワーナー 博物館の少女 富安 陽子 さもなくば黙れ 平山 瑞穂

狼と羊皮紙 7 支倉 凍砂 『吉祥寺ドリーミン』　 山田 詠美
『不思議屋敷の転校生』　 藤重 ヒカル 妖怪の子、育てます 廣嶋 玲子 笛吹 太郎

ガラスの魚 山下 明生 名探偵に甘美なる死を 方丈 貴恵

ジョーン・バウアー 松岡 圭祐

『博物館の少女』 富安 陽子 『捜査線上の夕映え』　 有栖川 有栖

過疎再生 松場 登美
王さまのお菓子 石井 睦美
ねこまたごよみ 石黒 亜矢子 松江観光協会

モヤモヤするけどスッキリ暮らす

アルセーヌ・ルパン対明智小五郎

松江藩の忍者～松江忍者のルーツを探る～

下北沢であの日の君と待ち合わせ

コージーボーイズ、あるいは消えた居酒屋の謎

地学博士も驚いた!ヤバい「地球図鑑」

アレクサンドラ・ミジェリンスカ

ルーミーとオリーブの特別な10か月

ブリッタ・テッケントラップ

『地学博士も驚いた!ヤバい「地球図鑑」』　渡邉 克晃

エイモスさんがバスに乗りおくれると

フィリップ・N.ジェファーソン

カメレオンくんきみのいろにへ～んしん!

ﾄﾗﾈｺﾎﾞﾝﾎﾞﾝなかにしなちお

日 本 の 文 学 ・ 小 説

ありふれた事件のはずだった。「俺が名探偵
の役目を果たせるか、今回は怪しい」。火村
を追い詰めた、不気味なジョーカーの存在と
は。『別冊文藝春秋』連載を加筆修正して単
行本化。

12/23～1/20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。
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児 童 書 米子市立図書館

〒683-0822 米子市中町８番地
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あたらしく入った本
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ねこまたの1年は、2月から始まります。人と
似ているようで、ちょっと違う、猫の妖怪・ね
こまた家族と巡る愉快な1年間を、緻密な絵
で描いた絵本。お誕生日ねこまたの絵探し
つき。

東海道から身延山道に入った万沢宿にある旅
籠・にべ屋。主の智吉は宿を継いで十年が経つ。
今日も、にべ屋には厄介事が持ち込まれ…。旅
人と宿場の人々が織り成す悲喜こもごも。『オー
ル讀物』掲載に書き下ろしを加える。

実は北極ってそんなに寒くない。世界の屋根、
ヒマラヤ山脈はかつて海の底だった。地下4～
5kmには「沸騰しない水」がある…。地球のおも
しろさや奥深さを、身近なものとの比較、美しい
写真、実験などで紹介する。

明治16年、文明開化の東京にやってきた、大
阪の古物商の娘・花岡イカルは、上野の博物
館の古蔵で怪異の研究をしている老人の手伝
いをすることになる。博物館を舞台に、謎が謎
を呼ぶ事件を描くミステリアスな長篇。

天文クラブの優乃は、転校生の玲子に「屋上の
出入口は、恐怖の顔カベと呼ばれる怪談スポッ
ト」と教えるが、玲子は笑うだけ。その晩、優乃は、
ばちあたり屋敷のベランダで、玲子らしき少女が
望遠鏡をのぞいている姿を見て…。

ある日、人間の町に住むおじさんから、山のきつ
ねの子に絵葉書が届きました。そこには「海にあ
そびにおいで」と書いてあり、さっそく遊びに行く
と返事を書きますが…。初めてバスに乗って冒険
するドキドキと不安を描いた絵本。

言葉尻番長を自認する著者が、コロナ禍に浮
き彫りになった事柄や、跋扈した言葉に難癖を
つけ、不要不急の愉しみを綴ったエッセイ全
100編を収録。『女性セブン』掲載を書籍化。



最澄と天台宗のこころ 桑谷 祐顕 鉄道の食事の歴史物語 ジェリ・クィンジオ
歎異抄ってなんだろう 高森 光晴 最終列車 原 武史

鳥になるのはどんな感じ?
金融サービスの未来 新保 恵志 漢方生活を楽しむ教科書 櫻井 大典
うつりゆく日本語をよむ 今野 真二 ひとりほぐし 崎田 ミナ
相棒 season19下 碇 卯人 1冊で学位芸術史 ジョン・フィンレー
鰻と甘酒 岡本 さとる 秋下 雅弘 絵の旅人 安野光雅 伊藤 元雄
南町奉行と深泥沼 風野 真知雄 タキミカ体操 瀧島 未香
付添い屋・六平太 15 金子 成人 思いやる心は傷つきやすい 武井 麻子 コリン・ソルター

木のもの 暮らしの図鑑編集部
硝子町 玻璃 『ひとりほぐし』　 崎田 ミナ 美しい日本の伝統色 濱田 信義

思い出牡蠣の昆布舟 佐々木 禎子
中本 千晶

伊坂 幸太郎 本村 凌二 テレビドラマの間取り 立東舎
古道具おもかげ屋 田牧 大和 秀吉襲来 渡邊 大門
ねぎ坊の天ぷら 中島 久枝 大正ロマン手帖 石川 桂子 サンドウィッチマン
またあおう 畠中 恵 アジア太平洋戦争新聞 太平洋戦争研究会 見るだけ筋トレ 和田 拓巳
凶状持 藤井 邦夫 偉人しくじり図鑑 河合 敦 それいけ!方言探偵団 篠崎 晃一
彼女が最後に見たものは まさき としか 挑戦 山中 伸弥 こんなとき英語でどう言うの? スーパーファジー
愛なき世界 上・下 三浦 しをん ジオラマテクニックバイブル 瀬川 たかし
満月珈琲店の星詠み 3 望月 麻衣 日常の絶景 八馬 智
春告げ鳥 森 真沙子
ゆうれい居酒屋 山口 恵以子 曽我 大介 小和田 哲男 「会社員」として生きる。 石川 和男
獣たちの葬列 スチュアート・マクブライド フランスの日々の暮らしごと smile editors
人間の絆 上・下 サマセット・モーム 野口 聡一 山本 武史

3.11に学ぶ 荒川 文生 「組織のネコ」という働き方 仲山 進也

『思い出牡蠣の昆布舟』 佐々木 禎子 化粧品成分事典 久光 一誠 一生使える話し方の教科書 秋田 義一
日本の論点　2022～23 大前 研一 無くならないミスの無くし方 石田 淳
日曜の言葉たち 福島 申二 大平 一枝 見やすい資料のデザイン図鑑 森重 湧太
思考のコンパス 山口 周 小さな暮らしは生きやすい おふみ 転職が僕らを助けてくれる 山下 良輔

売れる言いかえ大全 大岩 俊之
原 貫太 山田 芳照

日々、キモノ暮らし 石田 節子 野村 浩子
まつのすけ

Think critically ジョエル・ベスト 月居 良子
火守 劉 慈欣 父がひとりで死んでいた 如月 サラ 美髪ケア大全 齊藤 あき

ルポ路上生活 國友 公司 体にいい煮込みおかず 齋藤 菜々子
アンディ・ウィアー 賢い子は料理で育つ 武田 昌美 簡単ひと手間共働きごはん 柳川 かおり

革命と献身 ヴィエト・タン・ウェン 贈りたくなるスイーツ Chez Sucre砂糖の家
壁の向こうへ続く道 シャーリイ・ジャクスン 宮崎 伸治 THE COFFEE BOOK アネット・モルドヴァ
シルバービュー荘にて ジョン・ル・カレ 日本の祝日と歳事の由来 生方 徹夫 簡単得する暮らしのお手入れ 便利屋つばさ
緑の天幕 リュドミラ・ウリツカヤ 町田忍の縁起物のひみつ 町田 忍
赤い十字 サーシャ・フィリペンコ

『日曜の言葉たち』 福島 申二 自分でできる不動産登記 児島 充
ぶっちゃけ相続「手続大全」 橘 慶太
大人のためのお金の教養 横山 光昭

たのしみノートのつくりかた 杉浦 さやか 節税の全ワザ 小林 義崇
スマホで楽しむLINE超入門 リンクアップ
市民とつくる図書館 青柳 英治 藤岡 毅
無敵の読解力 池上 彰
齋藤孝の冒頭文de文学案内 斎藤 孝
なぜ私は怒れないのだろう 安藤 俊介 持続的農業の土づくり イカロス出版
自己肯定感365日BOOK 中島 輝 見えないときに、見る力。 谷川 祐基 猫に学ぶ ジョン・グレイ

カジュアルな算数・数学の話 鶴崎 修功 まるありがとう 養老 孟司 柳本 文貴
キューリング恵美子 安心な認知症 繁田 雅弘

全国「刀剣」御朱印ガイド 「刀剣巡礼」編集室 橋本 純 岡野 祐士
なんとなく、仏教 木村 文輝 遺伝子の不思議としくみ入門 島田 祥輔 船の食事の歴史物語 笹井 啓資

33歳で1億円達成した僕が実践する一生モノの億超え投資法

サイモン・スポルディング

仕事がうまくいく!絶対的な「1日」の習慣

世界を変えた100のポスター 上・下

タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史

サンドウィッチマンの俺等に聞くの!?

地図でスッと頭に入る47都道府県

あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」

『小さな暮らしは生きやすい』　おふみ

ただしい暮らし、なんてなかった。

これならできる!DIYで作る収納家具

作りながらマスターする、ソーイングの基礎

デビッド・アレン・シブリー

ぜんぶわかる高齢者のからだと病気

古地図で愉しむ!真説「名城」の秘密

宇宙飛行士野口聡一の全仕事術

ヴィンチェンツォ・ヴェヌート
生きものたちの「かわいくない」世界

出雲のあやかしホテルに就職します 11

小説の惑星　オーシャンラズベリー篇

ドイツ人はなぜ「自己肯定感」が高いのか

はじめての放射線治療その疑問に答えます

Q&A障害のある人に役立つ法律知識

異なる人と「対話」する本気のダイバーシティ経営

4歳までハムスターが元気で長生きする飼い方

自分を変える!大人の学び方大全

教養としての「日本列島の地形と地質」

高齢親への言葉がけシーン別実例53

『無くならないミスの無くし方』　石田 淳

プロジェクト・ヘイル・メアリ 上・下

『たのしみノートのつくりかた』　杉浦 さやか

ベートーヴェン、21世紀のウィーンを歩く。
なるほど知図帳編集部

東大名誉教授がおしえる!建築でつかむ世界

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

薬売りだった父を亡くした、はる。兄が奉公のた
め江戸に旅立って10年。絵描きの彦三郎の絵
に、兄の姿を見たはるは、兄と再会すべく江戸
へと旅立つ。寂れた一膳飯屋「なずな」で住み
込みで働くことになるのだが…。

ミスを無くすのに重要なのは「意識を変える」
ことではなく「仕組みをつくる」こと。“いつ・誰
が・どこでやっても”うまくいく、科学的メソッド
にもとづいた仕組み作りを、事例とともに解
説する。ヒント集も収録。

法 律 情 報

目的はものを減らすことではなくて、人生の自由
度を上げること－。「掃除のしやすさで家具を選
ぶ」「好きなものまで手放さない」など、元汚部屋
住人のミニマリストが、ものに振り回されないヒ
ントをマンガを交えて紹介する。

日々慌ただしくニュースが流れていくけれど、日
曜日にはその背後の意味を落ち着いて考えてみ
たい－。天声人語を執筆してきた著者の、『朝日
新聞』コラム「日曜に想う」から50本を精選し、1編
ごとに新たな短章を付して収録。

頭ほぐしで全身リフトアップ! 腸ほぐしで便秘や
ガス腹解消! セルフマッサージの7賢人に教わっ
た、ひとりでできる究極のほぐしワザをマンガで
わかりやすく解説。自分でできて気持ちいいほ
ぐしワザが満載。

歴 史 ・ 地 理

総 記 ・ 哲 学

お買い物日記、おしゃれノート、子どもスケ
ジュール帳、制作プランノート、引っ越しノート、
ダイエットノート…。お絵描き時代から現在まで、
杉浦さやかの原点“ノートづくり”のすべてを公
開する。コピーして使うラベル付き。


