
りぼんちょうだい かんざわ としこ
まこちゃんとエプロン こさか まさみ
わたしのかぞくみんなのかぞく サラ・オレアリー

自分を守るクエスト 2・3 鈴木 裕介 はるのにわで 澤口 たまみ
北条政子 加来 耕三 7ひきのこうさぎ ジョン・ベッカー

クーのたんじょうび しろさめ
原 琴乃 ぼくのねこ 鈴木 のりたけ

こどもお金ルール 高濱 正伸 くらべるえほん たべもの ちかつ たけお
人間と性の絵本 1・5 柿崎 えま ぬいぐるみきゅうじょたい ティエリー・ロブレヒト
ぼうさい 山村 武彦 はやくしなさい! 中川 ひろたか
ICTで生活科 3 フレーベル館

中脇 初枝
さらだ たまこ マーヤのさるたいじ 中脇 初枝 敵は家康 早川 隆

ジュニア空想科学読本 24 柳田 理科雄 そらいっぱいのこいのぼり 羽尻 利門 古本食堂 原田 ひ香
ニッキーとヴィエラ ピーター・シス 彼女が知らない隣人たち あさの あつこ ファズイーター 深町 秋生

アンナ・ウェルトマン ことりになったら ひら てるこ 心心 石田 衣良 時々パン屋さん 椹野 道流
絵本で知ろう二十四節気 冬 ふじもと みさと ごめんねゆきのバス むらかみ さおり 生皮 井上 荒野 菜の花の道 藤原 緋沙子
うんこでつながる世界とわたし 3 湯澤 規子 しおちゃんとこしょうちゃん 幸村を討て 今村 翔吾 明日のフリル 松澤 くれは
ほねほねアニマルボーン アンナ・クレイボーン みみたぶちゃん 山田 花菜 テウトの創薬 岩木 一麻 無月の譜 松浦 寿輝
じぶんでよめるとりずかん 成美堂出版編集部 引力の欠落 上田 岳弘 シェア 真梨 幸子
はじめての脱炭素 すなだ ゆか 『はっぴーなっつ』 荒井 良二 紙鑑定士の事件ファイル 2 歌田 年 永いおあずけ みうら じゅん
大接近!工場見学 1・3・5 高山 リョウ きみだからさびしい 大前 粟生
インコがおうちにやってきた! 海老沢 和荘 時計屋探偵の冒険 大山 誠一郎 三田 誠広
怪盗レッド　20 秋木 真 維新の終曲 岡田 秀文 アルツ村 南 杏子
まっしょうめん! 4 あさだ りん 本好きの下剋上　短編集2 香月 美夜 刑事弁護人 薬丸 岳
お江戸子ども捕物帳 天沢 彰 チンギス紀 13 北方 謙三 君たちはしかし再び来い 山下 澄人
時間割男子 8 一ノ瀬 三葉 午前0時の身代金 京橋 史織 花屋さんが言うことには 山本 幸久
世界一クラブ 14 大空 なつき 母子草の記憶 小杉 健治 焰ノ地 結城 充考
こぐまのクークものがたり かさい まり 無明 今野 敏 チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子
学校のおばけずかん ハイ! 斉藤 洋 ショートケーキ。 坂木 司 ついでにジェントルメン 柚木 麻子
レッツもよみます ひこ・田中 進化の謎をとく発生学 田村 宏治 エンドロール 潮谷 験 四面の阿修羅 吉田 恭教
四つ子ぐらし 11 ひの ひまり 漢字ハカセ,研究者になる 笹原 宏之 朱色の化身 塩田 武士

森鷗外 海堂 尊 たとえ世界を敵に回しても 志駕 晃 『古本食堂』 原田ひ香
廣嶋 玲子 物語のあるところ 吉田 篤弘 パンとサーカス 島田 雅彦

これから大人になる君たちへ 池上 彰 油絵は謎をささやく 翔田 寛
藤本 ひとみ ゴールドサンセット 白尾 悠

げたばこかいぎ 村上 しいこ 河出書房新社 夏の体温 瀬尾 まいこ
ぼくたちのスープ運動 ベン・デイヴィス 高校の勉強のトリセツ 船登 惟希 コスメの王様 高殿 円
かあさんうさぎと金のくつ デュボース・ヘイワード 博士の長靴 瀧羽 麻子
ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング 世界史・科学・数学 世界が青くなったら 武田 綾乃

生き抜くためのごはんの作り方 河出書房新社 白銀騎士団 田中 芳樹

『レッツもよみます』 ひこ・田中 5分後に犯人に迫るラスト エブリスタ 人でなしの櫻 遠田 潤子
ようこそ、市立第4魔法中学校へ! 藍藤 唯 人面島 中山 七里 タダキ君、勉強してる? 伊集院 静
Re:ゼロから始める異世界生活　29 長月 達平 女人入眼 永井 紗耶子 折れない言葉 五木 寛之
都会のトム&ソーヤ 19 はやみね かおる 図書室のはこぶね 名取 佐和子 月曜日は水玉の犬 恩田 陸
ギソク陸上部 山下 白 弊社は買収されました! 額賀 澪 百歳いつまでも書いていたい 瀬戸内 寂聴

泣き虫先生 ねじめ 正一 遺す言葉 瀬戸内 寂聴
和合 亮一 月の王 馳 星周 猫に教わる 南木 佳士

幸せな王子 オスカー・ワイルド ハイドロサルファイト・コンク 花村 萬月 カムカムマリコ 林 真理子
八月の母 早見 和真 水木しげるのラバウル従軍後記 水木 しげる

パッピプッペポーのパンケーキ あいはら ひろゆき 河出書房新社 『油絵は謎をささやく』 翔田 寛 『月曜日は水玉の犬』　 恩田 陸
はっぴーなっつ 荒井 良二
にんじんようちえん アンニョン・タル
たびするてんとうむし イザベル・シムレール
おたまじゃくしのニョロ 稲垣 栄洋
てんとうむしみつけた 岡島 秀治
カッコーはくしのだいぼうけん かこ さとし

『嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！』

ふしぎな図書館と魔王グライモン ストーリーマスターズ 1

地獄の金星ボスママは知っている
嫌いな教科を好きになる方法、教えてください!　

アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング

ワークマンパブリッシング

大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ 2・3

わたしもできる!世界とつながるSDGsアクション 1

花をさかせたがらない小さなキャベツ
校内放送、ネタまつり!校内放送がもっと楽しくなる! 1

世界一ひらめく!算数&数学の大図鑑

ルース・エインズワース

少年空海アインシュタイン時空を超える

3/24～4/20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。

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

あたらしく入った本
令和4年 5月号

日 本 の 文 学 ・ 小 説

エ ッ セ イ

日本文化史の准教授・小宮山香織のもと
に、教え子から相談事が持ち込まれた。山
形の実家が所有する油彩画に、贋作の疑
いがかけられたという。真贋を調べる香織
はやがて、描画当時の事件が鍵を握ること
に気づくが…。

本が好きだという想いは強いが、進路に悩む国
文科の学生、美希喜。そんな時、大叔父の古
書店を、彼の妹の珊瑚さんが継ぐことに。美希
喜は珊瑚さんの手伝いをするようになり…。『ラ
ンティエ』連載を改題、加筆修正し単行本化。

胸が締めつけられる映画、平成の三冊、ス
タジオジブリ…。数多のエンターテインメント
を、小説家・恩田陸とともにわい尽くす、強烈
で贅沢なエッセイ集。『ハヤカワミステリマガ
ジン』『考える人』ほか掲載を書籍化。

ヤングアダルトコーナー

児 童 書

中学校で習う5教科+実技教科。この中に嫌
いな教科はありますか? 学者や研究者、
アーティストらが、それらの教科をなぜ学ぶ
のか、楽しみ方・学び方のコツ、知られざる
世界の面白い話などを語ります。

レッツは5さい。レッツはとうさんのひざの
上で絵本を読んでもらっていた。どうしてと
うさんが読んでいるのかな? 字が読めるの
に本を読んでもらうのはへん? ひこ・田中&
ヨシタケシンスケが描く、新しい幼年童話。

「わたしのみみは、ときどきとおくへたびを
するんだよ…」 あたらしい季節のはじまりに
は、とびっきりのはっぴーがつまってる! 春
からはじまり、夏秋冬とコマ割りでつづく、
季節を旅する絵本。

絵 本



稲荷書店きつね堂　番外編 蒼月 海里 Twitter基本+活用ワザ 田口 和裕 一生モノの物理学 鎌田 浩毅 アート×ジェンダー×世界 川田 忠明
恋大蛇 今村 翔吾 ふわっとやさしい和のイラスト 鮎裕
京乱　 上田 秀人 Mana 齋藤 勝裕 堀内誠一 絵の世界 堀内 誠一
渦中　 上田 秀人 何のために伝えるのか? 池上 彰 宇宙のすべて ニュートンプレス Aloha 高砂 淳二
八丁堀強妻物語 岡本 さとる サン=テグジュペリの世界 武藤 剛史 ラジオ深夜便 うたう生物学 本川 達雄
ごんげん長屋つれづれ帖 4 金子 成人 となりのハト 柴田 佳秀 大河 なぎさ
独り立ち　 佐伯 泰英 岡崎 かつひろ TIGERS ポーラ・ハモンド 焚き火と道具 猪野 正哉
身代金の計 鈴木 英治 孤独を抱きしめて 下重 暁子 るるぶゆるキャン JTBパブリッシング
一輪の花　 辻堂 魁 老いを愛づる 中村 桂子 『となりのハト』 柴田 佳秀 古武術に学ぶ体の使い方。 甲野 善紀
悪の包囲 堂場 瞬一 ハマトンの知的生活 P.G.ハマトン すごすぎる将棋の世界 高橋 茂雄
竜虎攻防 鳥羽 亮 70歳からの老けない生き方 和田 秀樹 いまさら聞けない「ヨコ文字」事典 造事務所
TRACE 内藤 了
幻想遊園地 堀川 アサコ 関根 健一
高校事変 12 松岡 圭祐 英会話1001本ノック スティーブ・ソレイシィ
ビブリア古書堂の事件手帖 Ⅲ 三上 延 第二次世界大戦とは何だったのか 渡辺 惣樹
魍魎回廊 宇佐美 まこと 鎖国の正体 鈴木 荘一 『堀内誠一 絵の世界』 堀内誠一
京都寺町三条のホームズ 0 望月 麻衣 中国の歴史 DK社
わかれ 細谷 正充 古代ローマの日常生活 フィリップ・マティザック

惑 まどう アミの会(仮) 建築ってなんだ? 中山 繁信
徳永 サトシ キテレツ城あるき 長谷川 ヨシテル

『幻想遊園地』 堀川 アサコ 四角六面 エルノー・ルービック 家づくりのすごい新常識 佐久間 徹
地球の果ての歩き方 地球の歩き方編集室 絵解きニッポンのりもの図鑑 山口 雅人

世界の美しい灯台 デイヴィッド・ロス
富田 啓介 クラフトビール事始め 山田 隆司

新日本の絶景&秘境150 朝日新聞出版 すてきメモ303選 加茂谷 真紀
台湾客家スケッチブック 小池 アミイゴ 着回し自在の大人服 SEEK BASIS 1文字1円を10円に上げる書く副業 日比野 新

すてきな手編み　2022春夏 日本ヴォーグ社
江國 まゆ 北條 久美子

ようこそシベリア鉄道へ 二村 高史 会社の片付け! 川井 かおる
部位別全身スキンケア大全 尾崎 由美 場をつくる 広江 朋紀

君の心に刻んだ名前 湛 藍 『四角六面』 エルノー・ルービック 季節を味わう手仕事レシピ スズキ エミ
元気が出る野菜炒め 牛尾 理恵 三好 大悟

P.G.ウッドハウス スパイスキャンプ 伊藤 一城 31分ファシリテーション 前田 鎌利
ガーナに消えた男 クワイ・クァーティ 感動のチーズケーキ 小嶋 ルミ
人類対自然 ダイアン・クック 中国茶で、おとな時間 伊藤 悠美子
春 アリ・スミス
この道の先に、いつもの赤毛 アン・タイラー
最後の大君 細川 幸一
メキシカン・ゴシック 日本の観光特産 小塩 稲之 印鑑の基礎知識 寺澤 正孝

読解不動産登記Q&A 杉本 幸雄
日本でわたしも考えた オザキフラワーパーク 刑法的思考のすすめ 仲道 祐樹
コロナ後の未来 ユヴァル・ノア・ハラリ 甘長トウガラシ 寺岸 明彦

るるぶ鳥取　'23 JTBパブリッシング つながる政治学 平井 一臣 多肉植物図鑑 田邉 昇一 行動変容と再スタート 樋口 ユミ
水木しげるの妖怪まちがいさがし 晋遊舎 図解資本論 齋藤 孝 花を育ててみたいのですが。 花福こざる 良い保険ダメ保険の見分け方 三田村 京

知識ゼロからのSDGs入門 夫馬 賢治 保護猫の育て方 ハンナ・ショー 超入門コンパクト租税法 木山 泰嗣
「旅と鉄道」編集部 実家の空き家問題を解決する! 主婦の友社 図説中世ヨーロッパの商人 菊池 雄太 年金大改正 朝日新聞出版

鉄道好きのための法律入門 小島 好己
『水木しげるの妖怪まちがいさがし』 晋遊舎 神谷 明宏 『多肉植物図鑑』 田邉 昇一

ぼくはロヒンギャ難民。 小峯 茂嗣

金間 大介
子育ては声かけが9割 佐藤 亮子 安藤 なつ 他
世界のカレー図鑑 地球の歩き方編集室 たづちゃんノート 新美 千恵子
木地屋と鍛冶屋 桐村 英一郎 老いの正体 森村 誠一

先生、どうか皆の前でほめないで下さい
弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門

シルヴィア・モレノ=ガルシア

プランターで楽しむおうちで野菜づくり
パーラヴィ・アイヤール

働きやすい職場を作る「パワハラ」管理職の

寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」の旅

いざ!に備える遊びで防災体験BOOK

世界一簡単なメンズメイクの教科書
西日本ヘアメイクカレッジ

ビジネスの現場で使えるAI&データサイエンス
ブランディングズ城のスカラベ騒動

大学生が知っておきたい生活のなかの法律
スコット・フィッツジェラルド

文章がフツーにうまくなるとっておきのことば術

マンガでわかる戦国武将のさいご図鑑

その日常、地理学で説明したら意外と深かった。

イギリスの飾らないのに豊かな暮らし365日 イラストでわかる!最新ビジネスマナーの基本

1冊ですべて身につくWordPress入門講座 「化学の歴史」が一冊でまるごとわかる

革で作るミニチュアサイズの可愛い小物
お金に困らない人が学んでいること

あの世とこの世を結ぶ境界エリアの探偵
事務所で勤務する、元幽霊の真理子のも
とに、同級生が変になったという相談が。
原因は遊園地というが、とうの昔に廃園に
なり、跡地には団地が建っていて…。

山爺、油すまし、舞首、がしゃどくろ、鵺…。
水木しげるさんの妖怪画を元にした「まち
がいさがし」本。左右のイラストを見比べて
5つのまちがいを探そう。超難しい38問を、
妖怪についての解説とともに収録。

文 庫 ・ 新 書

外 国 の 文 学

郷 土

総 記 ・ 哲 学

歴 史 ・ 地 理

社 会 科 学

自 然 科 学

ハトはオスもミルクを出して子育てする、ハ
ト胸の正体はものすごい筋肉、下を向いて
水を飲めるのはハトだけ、伝書鳩はエジプ
トのファラオも利用していた…。ハトに関す
る驚きの豆知識を多数紹介する。

技 術 ・ 家 庭

産 業

芸 術 ・ ス ポ ー ツ ・ 語 学

ビ ジ ネ ス 支 援

めくるめく創作の世界を生きた絵本作家・堀内
誠一。初期から晩年までの絵本作品を中心に、
子ども時代の絵画、旅先からの絵手紙、手描
きの地図など、「描く人」の豊かな創作の世界
を追う。展覧会の公式図録。

法 律 情 報

健 康 情 報

累計3億5000万個を売り上げ、世界の7人
に1人が遊んだことがあるというルービック
キューブ。その数奇な運命と尽きせぬ魅
力を、発明者エルノー・ルービックみずか
ら人生哲学とともに語る。

国内で入手できる997種類の多肉植物を
紹介。生育のタイプや手入れのしかた、ふ
やし方などがひと目でわかる。育て方のポ
イントや生育タイプ別のカレンダーなどの
基礎知識も掲載する。


