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1人1台時代の情報モラル 1 秋山 浩子 あなのなかから… さいとう しのぶ
はるがきた ジーン・ジオン

河合 敦 そだててみたら… スギヤマ カナヨ
見えない壁をこえて タケシタナカ 大ピンチずかん 鈴木 のりたけ
こどもよのなか塾 1～3 山下 真一
ニッポンの総理大臣 『きょうはおうちでいちごがり』 新井 悦子
国会のしごと大研究 1・2 福岡 政行
子ども大学で考えるSDGs 2 こどもくらぶ
お金RPG　1・2巻 あんびる えつこ
ひとりでがんばらない! 藤田 孝典 恋する検事はわきまえない 直島 翔
ふしぎの森のふしぎ ヤン・パウル・スクッテン それぞれの風の物語 中場 利一
子ども体幹トレーニング 1 澤木 一貴 出動せよ!世界の緊急車両図鑑 サイモン・タイラー 鬼人幻燈抄 9 中西 モトオ
たのしく学ぼう!!ことわざ大図鑑 青山 由紀 ようかいむらのふしぎとしょかん たかい よしかず 清張鉄道1万3500キロ 赤塚 隆二 コーリング・ユー 永原 皓
友だちになれるあめ 日本作文の会 わたしがテピンギー 中脇 初枝 私の文学渉猟 曾根 博義 恋愛の発酵と腐敗について 錦見 映理子

ちからもちのおかね 中脇 初枝 日本文学の見取り図 千葉 一幹 パラレル・フィクショナル 西澤 保彦

『ふしぎの森のふしぎ』　 ねこちゃんにゃんにゃん 西内 ミナミ 古典版『百人一首』こぼれ話 やまうち りょうへい 明治伏魔殿 野口 武彦
わんちゃんわんわん 西内 ミナミ 青い雪 麻加 朋 はじめての 島本 理生
野ばらの村のひみつのへや ジル・バークレム 北の大地 東 洵 ロング・アフタヌーン 葉真中 顕
スーツケース 和らぎの国 小説・推古天皇 天津 佳之 奇跡 林 真理子
いっこでもにくまん ふじもと のりこ 陽だまりに至る病 天祢 涼 天国からの宅配便 柊 サナカ
こぐまのともだちはどこ? ペトル・ホラチェック コンクールシェフ! 五十嵐 貴久 繭の季節が始まる 福田 和代

わたしらしくCジャンプ! 赤羽 じゅんこ みーちゃんみつけた 真木 文絵 チェレンコフの眠り 一條 次郎 空にピース 藤岡 陽子
6年1組黒魔女さんが通る!! 16 石崎 洋司 カイマンのクロ ピンク色なんかこわくない 伊藤 朱里 ニコデモ 藤谷 治
なかよくなれるかな 今井 福子 でんせつのチョコレート みやにし たつや オオルリ流星群 伊与原 新 ヒノマル 古市 憲寿
家守神 2 おおぎやなぎ ちか ラーメンのおうさま 山本 祐司 名探偵・浅見光彦全短編 内田 康夫 ヒカリ文集 松浦 理英子
おいしいごはんとあまいコーヒー 片川 優子 稔と仔犬 青いお城 遠藤 周作 風の港 村山 早紀
童話のつめあわせ かわしま さとこ ブラック・ムーン 逢坂 剛 高望の大刀 夜弦 雅也
さかさまがっこう 苅田 澄子 クラウドの城 大谷 睦
クーちゃんとぎんがみちゃん 北川 佳奈 奏鳴曲 海堂 尊 『ロング・アフタヌーン』　 葉真中 顕
ぼくらは少年鑑定団! くすのき しげのり タラント 角田 光代
カンフー&チキン 小嶋 陽太郎 春のこわいもの 川上 未映子
ねこの町の小学校 小手鞠 るい 燕は戻ってこない 桐野 夏生

シャルロットのアルバイト 近藤 史恵
高森 美由紀 楽園ジューシー 坂木 司

まよなかのサイクリング たるいし まこ ホワイトルーキーズ 佐竹 アキノリ
妖怪の子、育てます 1 廣嶋 玲子 10代と考える「スマホ」 竹内 和雄 喜べ、幸いなる魂よ 佐藤 亜紀
お天気屋と封印屋 廣嶋 玲子 私たちのサステイナビリティ 工藤 尚悟 眼球達磨式 澤 大知
ほじょりん工場のすまこちゃん 安井 寿磨子 <読む>という冒険 佐藤 和哉 漆花ひとつ 澤田 瞳子 老いてこそ生き甲斐 石原 慎太郎
ふたりはしんゆう アーノルド・ローベル ようこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部 花盛りの椅子 清水 裕貴 背進の思想 五木 寛之
シリアからきたバレリーナ キャサリン・ブルートン 花咲小路二丁目の寫眞館 小路 幸也 真夜中の栗 小川 糸
荒野にヒバリをさがして アンソニー・マゴーワン 山賀 進 看守の信念 城山 真一 6Bの鉛筆で書く 五味 太郎
ベサニーと屋根裏の秘密　2 中学生のおうち勉強法入門 みおりん 落花流水 鈴木 るりか うまれることば、しぬことば 酒井 順子

ななみの海 朝比奈 あすか 人生の決算書 曽野 綾子 センス・オブ・何だあ? 三宮 麻由子

『まよなかのサイクリング』　 たるいし まこ 54字の物語∞ 氏田 雄介 幾度めかの命 暖 あやこ 9割は無駄。 志茂田 景樹
趙雲伝 塚本 青史 これは、アレだな 高橋 源一郎

衣笠 彰梧 レジェンドアニメ! 辻村 深月 犬棒日記　続 乃南 アサ
世界は「 」で沈んでいく 櫻 いいよ 包帯クラブ 天童 荒太 アルプスでこぼこ合唱団 長坂 道子

『世界は「 」で沈んでいく』 櫻 いいよ 『コンクールシェフ!』　 五十嵐 貴久 『これは、アレだな』　 高橋 源一郎

はるいちばん 青山 友美
きょうはおうちでいちごがり 新井 悦子

ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編6

ヤン・パウル・スクッテン

『ようかいむらのふしぎとしょかん』　たかい よしかず

お札になった21人の偉人なるほどヒストリー

ニッポンの総理大臣編集部

クリス・ネイラー・バレステロス

マリア・エウヘニア・マンリケ

森のクリーニング店シラギクさん友だちになった日

ジャック・メギット・フィリップス

なぜ地球は人間が住める星になったのか?

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
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あたらしく入った本
令和4年 4月号

日 本 の 文 学 ・ 小 説

2/24～3/23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

日本最大の料理コンクールで、最終審査に
残った6人の俊英たちが競う。料理のテーマは
「10年ぶりに会った友人との食事」。45分の闘
いを制し、世界に羽ばたくのは－? 『小説現
代』掲載を単行本化。

編集者・梨帆の元に、以前新人賞で落選した多
恵から原稿が送られてきた。学生時代の友人が
時を経て再会するところから物語は始まるが、
登場人物の苦境に思いを馳せるうち梨帆は…。
『読売新聞オンライン』連載を加筆し書籍化。

故きを温ねて、新しきを知れば、世界が違って
見えてくる! 著者が読んだり、見たりしたものの
中から、似たものやそっくりなものを思い起こし、
新旧・話題作の「ツボ」を探るエッセイ集。『サン
デー毎日』連載を加筆し書籍化。

ヤングアダルトコーナー

児 童 書

チャイロはたっくんちの飼い犬。たっくんの自転
車を見て「ぼくも乗ってみたいなあ」と思ってい
ます。ある夜、チャイロはこっそり自転車に乗っ
て…!? 飼い主の知らないところで柴犬のチャイ
ロたちが大冒険する楽しいお話。

おしゃべりする木、地球を守る緑の巨人、世界の
支配者は昆虫!? 不思議で深～い、森の世界へよ
うこそ。森にひそむ不思議やひみつを、細密なイ
ラストとともに紹介。散歩する森の景色がまったく
ちがって見えるようになる本。

保育園を休んだたっくん。起きると、枕元に
は「いちごがりしょうたいけん」が置いてあり
…。園で行われている季節の行事や遊びを
家で楽しく取り組む「おうちほいくえん」の絵
本。いちごのおやつレシピ付き。

ようかいむらのふしぎなとしょかんには、こ
どもたちに夢を与えてくれるばく館長がい
ます。そこへじろきちたちがやってきて…。
「めいろ」にも挑戦してみましょう。

新しい学校では絶対に「友だち」を作らない
といけない－。プレッシャーに押しつぶされ
そうな中学2年生の凛子の前に現れたのは、
クラスの中心でいつも笑っている将暉だった
…。胸が締め付けられる、青春小説。

絵 本



愛犬との絆がぐーっと深まる本 ゆき
SDGsな野生動物のマネジメント 羽澄 俊裕
マーケティング論 雨宮 史卓

派遣社員あすみの家計簿 3 青木 祐子 都会で撮る星の軌跡の撮影術 紀平 拓男 人はなぜ食を求めて旅に出るのか 中村 忠司
跳べ、栄光のクワド 碧野 圭 佐々木 俊尚 世界を変えた12の時計 デイヴィッド・ルーニー

春の窓 安房 直子 TikTokハック マツダ家の日常 絶景の成り立ちを学ぶ 山口 耕生
北上症候群 いぬじゅん SEの基本 山田 隆太 酵母 文明を発酵させる菌の話 ニコラス・マネー
小牧長久手仁義 井原 忠政 <自分>を知りたい君たちへ 養老 孟司 八ケ岳山麓-山小屋の愉しみ- 出井 得正
イクサガミ　天 今村 翔吾 ブックセラーの歴史 ジャン=イヴ・モリエ ダニエル・アーシャム
珈琲店タレーランの事件簿 7 岡崎 琢磨 ミーニング マイケル・ポランニー 中村 桂子 歌舞伎江戸百景 藤澤 茜
わるじい慈剣帖 8 風野 真知雄 がんばらない生き方大全 内藤 誼人 ちょっとサウナ行ってきます 岩田 リョウコ 冴えてる一言 久坂部 羊
心霊探偵八雲Short Stories 神永 学 武器としての教養 鎌田 浩毅 働く人のためのメンタルヘルス術 尾林 誉史 ちいさい世界づくり Hanabira工房
料理春秋 倉阪 鬼一郎 天才はしつこい ロッド・ジャドキンス どうしてこうなっちゃったか 藤倉 大
獄門首 小杉 健治 人類と神々の4万年史 上・下 ニール・マクレガー 渡邊 雄介 能アラカルト 庄瀬 みき
光る海 佐伯 泰英 あなたの心に青空を 瀬戸内 寂聴 カップ一杯の魔法 しばた みか 乙女オバさん 南 果歩
テレビじゃん! 小路 幸也 チャレンジング・トム トム・ホーバス
看守の流儀 城山 真一 スポーツ自転車でいまこそ走ろう! 山本 修二
ろくでなしとひとでなし 新堂 冬樹 凛として美しい内面の磨き方 竹田 理絵
獅子の寝床 知野 みさき 手紙が語る歴史秘話 「江戸楽」編集部 茶箱あそび、つれづれ ふくい ひろこ
新・入り婿侍商い帖 3 千野 隆司 知るほど不思議な平安時代 上・下 繁田 信一 ジャパニーズイングリッシュでいい! 二階堂 幸弘
脳科学捜査官真田夏希 11・12 鳴神 響一 テルマエと浮世風呂 本村 凌二
十津川警部殺意は列車とともに 西村 京太郎 イースター島不可思議大全 芝崎 みゆき 『どうしてこうなっちゃったか』　 藤倉 大
椿平九郎留守居秘録 4 早見 俊 旅は終わらない 芦原 伸
最後の晩ごはん 17 椹野 道流 ナオミのカフェ 清水 なおみ
功罪の籤 藤木 桂 ことばの向こうに旅をして 牧村 朝子
わが家は祇園の拝み屋さん 15 望月 麻衣 稲作文化の原郷を訪ねて 森田 勇造 暮らしのSDGs術 ライフ・エキスパート
稲荷町グルメロード 2 行成 薫 日本人とエベレスト 山と溪谷社 366日世界の名建築 磯 達雄
読んで旅する鎌倉時代 小栗 さくら 他 風のことは風に問え 辛坊 治郎 最高にステキな間取りの図鑑 ザ・ハウス
完璧な家族 リサ・ガードナー レクサス星が丘の流儀 志賀内 泰弘
土地は誰のものか 五十嵐 敬喜 『旅は終わらない』　 芦原 伸
漱石山房の人々 林原 耕三 青田 孝 2行でわかるサクサク仕事ノート 学識サロンまぁ～

世界に一軒だけのパン屋 野地 秩嘉 くらべる!決算書図鑑 田中 道昭

『テレビじゃん!』 小路 幸也 89歳、ひとり暮らし。 大崎 博子 講談に学ぶビジネス話術 小櫃 知克
飾らない。 坂井 より子 世界一シンプルな問題解決 中尾 隆一郎
暮らしの最適化 ヨリ 「わたし」を見つけた女たち Rashisa出版

プロフェッショナル広報の仕事術 高場 正能
オルソン恵子

嫌いなパーツが武器になる Ryuji シブヤ 領一
簡単!便利!魔法のびん調理 市沢 衣久 1分で共感される会議 寺沢 俊哉

山瀬 理桜 発酵美人になりませう。 真藤 舞衣子
あなたのルーツを教えて下さい 安田 菜津紀 素材1つで作りおくひだめしの素 飛田 和緒
論語と経営 上・下 大下 英治

安藤 潔 頭がよくなる!要約力 齋藤 孝 新田 あゆ子 妻六法 森 公任
シャーロック・ホームズの建築 北原 尚彦 50代、家のことで困ってます。 長谷川 高 新人弁護士カエデ、行政法に挑む 大島 義則
アーチー若気の至り P.G.ウッドハウス 2040年「仕事とキャリア」年表 植田 統 『89歳、ひとり暮らし。』　 大崎 博子 大人になるってどういうこと? 神内 聡
青と緑 ヴァージニア・ウルフ 給料はあなたの価値なのか ジェイク・ローゼンフェルド 図解よくわかる労働安全衛生法 木村 嘉勝
レニーとマーゴで100歳 マリアンヌ・クローニン まどさんの詩で時間割 いわなべ たいじ
名探偵と海の悪魔 スチュアート・タートン 子育て言い換え事典 石田 勝紀 横山 光昭
あのこは美人 フランシス・チャ 一生使える勉強法 金川 顕教 清く楽しく美しい推し活 河西 邦剛
フィッシャーマン ジョン・ランガン 防衛事務次官冷や汗日記 黒江 哲郎
死ぬより老いるのが心配だ ドナルド・ホール
読書セラピスト ファビオ・スタッシ

よーく分かる高血圧の本 松本 都恵子
生きている土壌 エアハルト・ヘニッヒ
新しい和の庭づくり 庭連 川島 章良

因幡鹿野城主亀井茲矩 砂川 博 庭は私の秘密基地 銀色 夏生
ふうちゃんのベビーカー ながい　けいこ ほとんどネコのこと 岩合 光昭 若井 克子

東大教授、若年性アルツハイマーになる

はんにゃ川島のお笑いがんサバイバー

いざというときにあわてない!　2022年版

悪いのはお天気ではなく、着ている服だ。

マスクをするなら「声筋」を鍛えなさい

東海道新幹線「のぞみ」30年の軌跡

スキル0でも一目でわかるソーイング大全

とっておきが作れる菓子工房ルスルスのおやつの本

『あなたのルーツを教えて下さい』 安田 菜津紀

イギリス・ロマン派と英国旅行文化

ダニエル・アーシャムのポケモン図鑑

現代病「集中できない」を知力に変える読む

人間が生きているってこういうことかしら?

『ちょっとサウナ行ってきます』　岩田 リョウコ

一生懸命デザインしたのにプロっぽくなりません。

誰もがテレビに夢中だった1969年、大人気バンド
「ザ・トレインズ」の付き人として芸能界入りした19
歳の<チャコ>。ある日、生放送中の舞台で殺人
未遂事件に遭遇し…。華のテレビ業界エンタメ。

文 庫 ・ 新 書

外 国 の 文 学

郷 土

総 記 ・ 哲 学

歴 史 ・ 地 理

あてもなく無銭旅行を繰り返した若かりし頃か
ら、雑誌社に飛び込み、取材記者を目指した
時、そして出版社を立ち上げるまで。雑誌『旅
と鉄道』の編集長を務め、鉄道ブームを牽引し
てきた著者の人生の旅の記録。

社 会 科 学

なぜ父は自身のルーツを隠してきたのか。なぜ
「ともに」を目指し続けるのか。日本社会に存在
する「分断」と、それと向き合い、自分なりの声
をあげようとしてきた人たちを、ルーツと共に紹
介する。『論座』連載を元に書籍化。

自 然 科 学

「ととのう」ってなに? サウナで温まったのに
水で冷やしちゃうの? 本場フィンランドはどん
なサウナ? サウナの基本から、女性の体と
サウナのことまで、とびきり心地いいサウナ
の入り方をイラストで楽しく解説する。

技 術 ・ 家 庭

78歳で始めたツイッターで戦争体験から日常の
思いまで綴って大人気となった著者が、自分な
りの健康法や、戦争への思い、お金がなくても
心豊かに暮らすためにしていることなどを語る。

産 業

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学

ビ ジ ネ ス 支 援

15歳、才能だけを頼りに徒手空拳で単身イギリ
スへ。以来、欧米のクラシック音楽界で次第に認
められ…。「世界でもっとも演奏機会が多い」現代
音楽作曲家・藤倉大の自伝。『小説幻冬』連載に
書き下ろしを加えて単行本化。

法 律 情 報

健 康 情 報


