
なぞなぞはじまるよ 3 おおなり 修司
れっしゃがとおります 岡本 雄司
おはいんなさい えりまきに 角野 栄子

インターネットサバイバル 1～3 鈴木 朋子 オカピぼうやのちいさなぼうけん 岸本 真理子
司書の一日 WILLこども知育研究所 いいな「じぶん」! くすのき しげのり
学校で知っておきたい著作権 2 小寺 信良 こんなかお、できる? ウィリアム・コール
女王さまのワードローブ ほしのおんがくかい 齋藤 槇
みんなで平等をつくる シャノン・ウェバー
4・5・6さいのなぜなにSDGs 汐見 稔幸 『こんなかお、できる?』 ウィリアム・コール

わたしの科学SCIENCE AND ME アリ・ウィンター
もしも地球がひっくり返ったら 川村 康文 0 堂場 瞬一
CO2はどこへ行くのか? 小西 哲之 かめれおん日記 中島 敦
みんなで地球をまもる ベン・ホアー かいじゅうたくはいびん 澤野 秋文 鑑定人 氏家京太郎 中山 七里
ぜんぶかわいい!手芸クラブ 1～4 あかね書房 だれかさんのかたっぽてぶくろ すずき みほ 古典とケーキ 梶村 啓二 おわかれはモーツァルト 中山 七里

北極点 関屋 敏隆 タイム・スリップ芥川賞 菊池 良 ミシンと金魚 永井 みみ
宮沢 うらら バーバパパのめいろのたび アネット・チゾン 寂聴さんに教わったこと 瀬尾 まなほ アキレウスの背中 長浦 京

バーバパパのかたちさがし アネット・チゾン 特許やぶりの女王 南原 詠
川崎 景介 安田 登 サンセット・サンライズ 楡 周平

なかや みわ 菊池寛が落語になる日 春風亭 小朝 スター・シェイカー 人間六度
おつきさまのスープ 野中 柊 ボタニカ 朝井 まかて 怪物 東山 彰良
青い花のえかきさん ソーニャ・ハートネット 母の待つ里 浅田 次郎 その午後、巨匠たちは、 藤原 無雨
だれのうんち デイジー・バード 私の盲端 朝比奈 秋 アクトレス 誉田 哲也
クロべぇ ふくだ いわお 奔流の海 伊岡 瞬 男の愛 町田 康
ねこのオーランドー毛糸のズボン キャスリーン・ヘイル 連鎖犯 生馬 直樹 かくして彼女は宴で語る 宮内 悠介
ちきゅうのための1じかん ナネット・ヘファーナン 我が友、スミス 石田 夏穂 桜風堂夢ものがたり 村山 早紀

日本の文学者36人の肖像 上・下 宮川 健郎 せかいでいちばんのばしょ ペトル・ホラチェック 断罪のネバーモア 市川 憂人 おネコさま御一行 群 ようこ
謎解きミステリー 有栖川 有栖 おばあさんとトラ ヤン・ユッテ 砂嵐に星屑 一穂 ミチ ゆきあってしあさって 高山 羽根子
お花のドレスのBプラン あんびる やすこ しあわせぎゅ～っ! ジーン・リーディ 雨の日には車をみがいて 五木 寛之 戒厳 四方田 犬彦
ひみつのおばけ一家 3 石崎 洋司 五つの季節に探偵は 逸木 裕
よそんちの子 いとう みく 『だれのうんち』　 デイジー・バード 灰色の評決 犬塚 理人 『おネコさま御一行』　 群 ようこ
大どろぼうジャム・パン 5 内田 麟太郎 石を黙らせて 李 龍徳
ケケと半分魔女 角野 栄子 月の光の届く距離 宇佐美 まこと
たんじょうびはジェットコースター こすぎ さなえ あずかりやさん 5 大山 淳子
サクラの川とミライの道 稲葉 なおと いえ 小野寺 史宜
火狩りの王 外伝 日向 理恵子 信長、鉄砲で君臨する 門井 慶喜
星のラジオとネジマキ世界 日向 理恵子 Schoolgirl 九段 理江
ふしぎな声が町じゅうで ほしお さなえ 朱より赤く 窪 美澄
この指とどけ 村上 しいこ 探花 今野 敏
ようかい村のようかいばあちゃん 最上 一平 ヨーロッパ史入門 池上 俊一 ないものねだるな 阿川 佐和子
ア・テイル・オブ・マジック 1 クリス・コルファー 人生はゲームなのだろうか? 平尾 昌宏 西條 奈加 生物としての静物 開高 健
空から見える、あの子の心 シェリー・ピアソル 少女を埋める 桜庭 一樹 幸田文 老いの身じたく 幸田 文
火星のライオン ジェニファー・L.ホルム 若林 芳樹 山狩 笹本 稜平 作家と珈琲 平凡社編集部
わたしのアメリカンドリーム ケリー・ヤン 生きのびるための「失敗」入門 雨宮 処凛 オン・ザ・プラネット 島口 大樹 とどのつまり人は食う 佐野 洋子

13歳から分かる!人を動かす 藤屋 伸二 黛家の兄弟 砂原 浩太朗

『ふしぎな声が町じゅうで』　 ほしお さなえ 中学校ってどんなとこ? 升野 伸子 ブラックボックス 砂川 文次 末井 昭
吹奏楽部のトリセツ! 松元 宏康 おんなの女房 蟬谷 めぐ実 その日まで 瀬戸内 寂聴
13歳からのファシリテーション ちょん せいこ 違和感ワンダーランド 松尾 貴史
階段ランナー 吉野 万理子 寺地 はるな 読んで、旅する。 伊集院 静

『階段ランナー』 吉野 万理子 『ブラックボックス』　 砂川 文次 『とどのつまり人は食う』　 佐野 洋子

ヤマネコとアザラシちょうさだん 五十嵐 美和子
おめんです 3 いしかわ こうじ

知りたいおぼえたい季節をめぐる花言葉

デジタル社会の地図の読み方作り方

やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの?

『もしも地球がひっくり返ったら』　川村 康文

ジュリア・ゴールディング

トレーシー・パッキアム・アロウェイ

こんなおともだちってすごいね 1～4

フライパンで焼くだけかんたん焼き菓子

タイムマシンに乗れないぼくたち

六つの村を越えて髭をなびかせる者

古典を読んだら、悩みが消えた。

100歳まで生きてどうするんですか?

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 3月号

日 本 の 文 学 ・ 小 説

1/21～2/23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

ずっと遠くに行きたかった。今も行きたいと
思っている。自分の中の怒りの暴発を、なぜ
止められないのだろう。自転車便のメッセン
ジャー、サクマは都内を今日もひた走る。
『群像』掲載を単行本化。

キョウコの兄夫婦のところに突然やってきたお
ネコさま御一行、チユキさんの彼が飼いはじめ
たイヌのえんちゃん…。キョウコは小さな幸せを
感じながら、月10万円の暮らしをのんびり続け
ます。「れんげ荘」シリーズ第6弾。

母のチャオズ、青春のコッペパン、手作りの
サンゲタン、食べたものが私を作る…。幼少
期に食べた中国の味から、晩年に食べた手
作りごはんまで、「食」をテーマにした佐野洋
子のエッセイ42篇を収録。

ヤングアダルトコーナー

児 童 書

「ものから声が聞こえた」という、うわさを耳に
するようになった七子と鳥羽。なにか異変が
起きたのかと、「ものだま探偵」の2人はすぐ
に捜査を開始したけれど…。シリーズ最終巻。

もしも地球が立方体だったら? もしも木星で暮らし
たら? もしも鳥が飛ばなくなったら? もしもヒトに
しっぽが生えたら? あらゆる「もしも」を科学的理
由をもとに解説する。科学の知識を楽しく学べる
本。

毎晩、なかなか寝ようとしない女の子。そこ
で、パパは「こんな かお、できる?」という
ゲームに誘います。女の子は、寝る支度を
しながら、ゲームを楽しみ…。おやすみ前の
ユーモラスなかおあそび絵本。

こいぬ、宇宙飛行士、コックさん…。みんな、
どんなうんちをするのかな? 「そんな話はし
ちゃだめだぞ」ってパパに言われても、ネズ
ミ兄弟のうんち話は止まらない! おもしろく
て、ちょっとためになる、うんち絵本。

高校2年生の広夢と瑠衣はそれぞれに悩
みを抱えていた。しかし社会科教師・高桑
のブログを読むうち、階段に魅了されてい
く。ある日、高桑から「京都駅大階段駈け
上り大会」の存在を教えられ…。

絵 本



謀聖 尼子経久伝　青雲の章 武内 涼 植物画で彩る美しい花言葉 二宮 孝嗣
ある獣医師のひとりごと 稲田 聖子
地図鉄のすすめ 今尾 恵介

デジタルリセット 秋津 朗
明日はきっと 久保寺 健彦 世界を一枚の紙の上に 大田 暁雄 中谷 一郎 笠原 一郎
浪人奉行 12ノ巻 稲葉 稔 文学部という冒険 田島 正樹 虫を観る、虫を描く 川島 逸郎
勘定侍柳生真剣勝負 5 上田 秀人 京大芸人ノート ロザン 海鳥と地球と人間 綿貫 豊
開戦 3 上田 秀人 Webデザイン良質見本帳 久保田 涼子 ゾウが教えてくれたこと 入江 尚子
カスタード 加藤 元 366日の東京アートめぐり 安原 もゆる
青の呪い 神永 学 高橋 秀一郎 瀬戸 佳子 もじモジ探偵団 雪 朱里
おいしい給食 2 紙吹 みつ葉 千年の読書 三砂 慶明 タイミングの科学 乾 信之 楽しく遊ぼう!紙のおもちゃ部 moko
ドクター・ホワイト 3 樹林 伸 絶版文庫万華鏡 近藤 健児 生命知能と人工知能 高橋 宏知 マイ・ファースト・リチ 青幻舎編集部
運命 国木田 独歩 おとぎ話の心理学 M‐L.フォン・フランツ 心の病気にかかる子どもたち 水野 雅文 老後とピアノ 稲垣 えみ子
隠し絵 小杉 健治 相談する勇気 精神科医Tomy 無理せず行う筋力エクササイズ 加賀谷 善教
ホテルクラシカル猫番館 5 小湊 悠貴 書く瞑想 古川 武士 シーラ・デ・リス イントゥ・ザ・プラネット ジル・ハイナース
異変ありや 佐伯 泰英 日本神話がわかる神々のくらし 瓜生 中 春夏秋冬疲れ取りごはん 関口 絢子 七事式の準備 堀 宗恵
新・浪人若さま新見左近 9 佐々木 裕一 心と体に効くお香のある生活 椎名 まさえ
お勝手のあん 5 柴田 よしき 『世界を一枚の紙の上に』　 大田 暁雄 英語の語源大全 清水 建二
ビショップ氏殺人事件 曽野 綾子 羊皮紙に眠る文字たち再入門 黒田 龍之助
はなの味ごよみ 10 高田 在子
尚武の志 千野 隆司
江戸は浅草　4 知野 みさき
人類よさらば 筒井 康隆 ホントに会社を辞めるのですか 江島 兼倉
歌のわかれ・五勺の酒 中野 重治 働く女子の気くばり新常識100 池野 佐知子
約束 葉室 麟 どこでも成果を出す技術 沢渡 あまね
丘の上の賢人 原田 マハ
草紙屋薬楽堂ふしぎ始末 6 平谷 美樹 歴史を動かした重要文書 ピーター・スノウ 新しい世界の資源地図 ダニエル・ヤーギン 岡田 充弘
行者と姫君 藤 水名子 もし幕末に広報がいたら 鈴木 正義 間取りの○と× ザ・ハウス リーダーの解決力 吉田 幸弘
定年就活 働きものがゆく 堀川 アサコ 縄文vs.弥生 設楽 博己 自動運転の技術開発 古川 修 私にも転職って、できますか? 安斎 響市
入舟長屋のおみわ 3 山本 巧次 鎌倉殿を歩く 伊東 潤 手持ちの服でなんとかなります 杉山 律子
夜のお茶漬け 山口 恵以子 江戸前の海の物語 河野 博 「小さい暮らし」の日々のピース cata_coto_ 小尾 能敏
人の心に働きかける経済政策 翁 邦雄 郡是-創業者波多野鶴吉 八幡 一男 私をあたらしくする51のこと 本多 さおり いる接客、いらない接客 齋藤 孝太
モチベーションの心理学 鹿毛 雅治 「お金じょうずさん」の小さな習慣 市居 愛

高橋 真名子 あみぐるみ基本のきほん いちかわ みゆき

『カスタード』 加藤 元 ペーパーフラワーの時間 堀込 好子
バレンタ愛 肌トラブル大全 小林 智子

cotoの家族が喜ぶおうちごはん coto
調味料の味わい 暮らしの図鑑編集部
我が家の3時のキッチンから 葉もれ日Kitchen

それでも生きていく 姜 尚中 笑顔がふえる台所 宝島社
ルールの世界史 伊藤 毅
多様性って何ですか? 羽生 祥子 むぴー
ふしぎな日本人 塚谷 泰生 空き家の法律問題と実務対応 羽柴 研吾

冤罪法廷 上・下 ジョン・グリシャム 大震災・原発事故からの復活 琴寄 政人
ブッチャー・ボーイ パトリック・マッケイブ 磯山 仁志
とうもろこし倉の幽霊 R.A.ラファティ 八神 進祐
アウシュヴィッツを描いた少年 トーマス・ジーヴ あそびが語る保育と発達 河崎 道夫 土屋 信彦
パンツァー・エース ネットトラブルQ&A ダルク
マルグリット・デュラスの食卓 マルグリット・デュラス Joe はじめてのお金の基本 頼藤 太希 ほか
異常 エルヴェ・ル・テリエ 昔話の扉をひらこう 小澤 俊夫
アウシュヴィッツの小さな姉妹 タチアナ・ブッチ

『ルールの世界史』 伊藤 毅
食べものが足りない! 井出 留美
農的暮らしをはじめる本 榊田 みどり 内海 洋

広域野外博物館と淀江　２ 矢野　和之 「やりがい搾取」の農業論 野口 憲一 腰痛は座り方が9割 碓田 拓磨
鳥取力のかたち２０３０ 吉田　幹男 がんの?に答える本 日本対がん協会
新出雲国風土記 信太 謙三 本多 勝治 介護は万事塞翁が馬 桜井 ひろ子

正しく選んで使うためのクラウドのきほん

「私、子育て向いてないかも」がラクになる本

今すぐ真似したくなる教室のひみつ道具図鑑

いつか家族でやりたい99の楽しいことリスト

ビジネスマナーと仕事の基本ゆる図鑑

多品目・多品種ベリー栽培で成功する!!

『春夏秋冬疲れ取りごはん』　関口 絢子

『「小さい暮らし」の日々のピース』　cata_coto_

『どこでも成果を出す技術』　沢渡 あまね

リヒャルト・フォン・ローゼン

ディズニーキャストざわざわ日記

東海道五十三次いまむかし歩き旅

芸術とカフェの街オーストリア・ウィーンへ

知識ゼロからの有機・無農薬の家庭菜園

季節の不調が必ずラク～になる本

図解ウイルスと除菌のことがよくわかる!本

JAXAの先生!宇宙のきほんを教えてください!

もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとしたら?

あなたが払う税金はざっくり言ってこれくらい

定年前後の知らなきゃ損する手続き得ガイド

街の片隅に佇むお弁当屋。やって来るのは、母
を疎ましく思いながらもその存在に縛られる青年、
捨て猫にトラウマがある女子高生など、心の底に
「後悔」を抱えた人々。客に差し出されるささやか
な奇跡がそっと心を救って―。

文 庫 ・ 新 書

外 国 の 文 学

郷 土

総 記 ・ 哲 学

歴 史 ・ 地 理

「世界」を描く。そんな不可能ともいえる課題を
前に、科学者や地図学者たちは学際的な思考
を発動させ、新しい表現を生み出した。19世紀
初頭からおよそ150年に及ぶ科学的グラフィズ
ムを辿る。『アイデア』連載を単行本化。

社 会 科 学

ルールを変えるために、ルールについて知ろう! 
経済活動を中心に、それぞれのルールがどのよ
うな目的をもって作られ、そのためにどのような
テクニックを利用したのかを分析。ルールを破壊
し、創造した人たちの歴史に迫る。

自 然 科 学

春は山菜・ハーブで自律神経を整え、冬は発酵
食品で免疫力アップする! 「季節の不調」をおい
しく解消するレシピを紹介。手作り調味料、元
気を補うおやつのレシピも掲載。YouTube『ウェ
ルネスキッチン』を書籍化。

技 術 ・ 家 庭

卵焼きがきれいに焼けたり、観葉植物に新芽が出
たり、なんでもない日々のピースが宝もの。団地暮
らし25年、「小さい暮らし」ならではのインテリアの
コツや、「小さい暮らし」を楽しむ家事やもの選び、
趣味について綴る。

産 業

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学

ビ ジ ネ ス 支 援

働く場所に縛られない、新時代の仕事術を伝
授。テレワークで高い成果を上げるためのコ
ミュニケーションとセルフマネジメントにフォー
カスし、働く個人の視点に立った対応方法や、
技術を高めるポイントを紹介する。

法 律 情 報

健 康 情 報


