
くすのき しげのり
きんいろのしか ジャラール・アーメド
いいいろふうせんや たなか しん

藤川 大祐 ぞうになったうそ ティエリー・ロブレヒト
江戸時代大百科　1～6 小酒井 大悟 ヤングさんのオーケストラ なかえ よしを
世界を変えた146人の子ども ルーラ・ブリッジポート
キャサリン・ジョンソン 田中 ほさな なかや みわ
新美南吉 谷 悦子 10ぴきのおばけとすすおばけ にしかわ おさむ

ビーズのおともだち のだ かおり
田村 学 だいすきなうみときみと バルー

ジブン未来図鑑　1～6 ポプラ社 みつばちさんのティールーム ヘイリー・バレット
遊びで防災体験　2・3 神谷 明宏 おかねはどこからやってくる? みうら こうじ 二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ

小さき王たち　第1部 堂場 瞬一
武田 康男 ヨシタケ シンスケ 咲かせて三升の團十郎 仁志 耕一郎

はな 学研プラス いるいる!みずべのいきもの 鎌田 歩 横浜大戦争　川崎・町田編 蜂須賀 敬明
ブロロンどろろん 高畠 那生 村山 早紀 花散る里の病棟 帚木 蓬生

池田 菜津美 くだもののずかん 大森 裕子 中島みゆき詩集 中島 みゆき スクイッド荘の殺人 東川 篤哉
お祭りが大好きパヤベくん 長倉 洋海 善人たち 遠藤 周作 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾

田代 美江子 ぼんさいじいさま 木葉井 悦子 エレジー 赤松 利市 スタッフロール 深緑 野分
名探偵は誰だ 芦辺 拓 団地のふたり 藤野 千夜

寺本 貴啓 ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒 にごりの月に誘われ 本城 雅人
回転ずし・レジをつくろう いしかわ まりこ ルコネサンス 有吉 玉青 公孫龍　巻2 宮城谷 昌光
知ろう!あそぼう!楽しもう!はじめての手話　1～5 不屈の達磨 安生 正 阿茶 村木 嵐

大杉 豊 六法推理 五十嵐 律人 宗歩の角行 谷津 矢車
マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 海蝶　2 吉川 英梨

南北アメリカ・ヨーロッパ編　 齋藤 ひろみ 天下を買った女 伊東 潤
生者のポエトリー 岩井 圭也 『宗歩の角行』 谷津 矢車

森山 卓郎 香君　上・下 上橋 菜穂子
むかしむかし　2 内田 麟太郎 布武の果て 上田 秀人
モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉 幸子 夢伝い 宇佐美 まこと
びっくり図書館 如月 かずさ 作家たちの17歳 千葉 俊二 さよならに反する現象 乙一
まちのおばけずかん 斉藤 洋 中高生のための哲学入門 小川 仁志 本好きの下剋上　第5部[8] 香月 美夜
コカチン 佐和 みずえ 中学校に行くのが楽しくなる本 熊谷 雅之 逆転のアリバイ 香納 諒一
フルーツふれんずイガグリくん 村上 しいこ 10代のためのお金と投資 大泉書店編集部 おしゃべりな部屋 川村 元気
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　17 廣嶋 玲子 声優になるには 山本 健翔 ルームメイトと謎解きを 楠谷 佑
ふしぎ町のふしぎレストラン　5 三田村 信行 青春サプリ。 日比野 恭三 爆弾 呉 勝浩
ロウリーのいい子怪談ばなし ジェフ・キニー 大学図鑑!　2023 オバタ カズユキ 渚の螢火 坂上 泉 大人の流儀　11 伊集院 静
吸血鬼ドラキュラ ブラム・ストーカー 大学生になるってどういうこと? 鈴木 学 流転 笹本 稜平 すべてきみに宛てた手紙 長田 弘

素数 ニュートン編集部 青春とシリアルキラー 佐藤 友哉 木下杢太郎 木下 杢太郎

『びっくり図書館』 如月 かずさ スペシャルQトなぼくら 如月 かずさ 情熱の砂を踏む女 下村 敦史 幸田文生きかた指南 幸田 文
スネークダンス 佐藤 まどか ハロー・グッドバイ 小路 幸也 老いて華やぐ 瀬戸内 寂聴
不思議屋『風待ち』 西村 友里 ヘパイストスの侍女 白木 健嗣 今日を楽しく生きる 瀬戸内 寂聴
よろず占い処陰陽屋桜舞う 天野 頌子 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立 ゆく川の流れは、動的平衡 福岡 伸一
図書室のはこぶね 名取 佐和子 夏が破れる 新庄 耕 あっという間 南 伸坊
本からはじまる物語 阿刀田 高ほか 瀬戸内寂聴全集　23 瀬戸内 寂聴 人は生きていく上で何が大切か 吉沢 久子
春の心臓 イェイツ 愉快なる地図 林 芙美子
サムデイ デイヴィッド・レヴィサン 高瀬 隼子 運命のタックル 荒川 慶
13枚のピンぼけ写真 キアラ・カルミナーティ 脱北航路 月村 了衛 <世界史>の哲学　1 大澤 真幸

きつねとぶどう イソップ 『本からはじまる物語』 阿刀田 高ほか 『ハロー・グッドバイ』 小路幸也 『あっという間』 南 伸坊
パンダのんびりたいそう いりやま さとし
ありんこトロッコ おおい じゅんこ
ヘイ!タクシー おおなり 修司
かたつむり キム ミヌ
こねこのケイティ キャサリン・ジャクソンほか

わたし、わすれものがおおいです。

たんぽぽのちいさいたねこちゃん

100年後も読み継がれる児童文学の書き方

考えよう!話しあおう!これからの情報モラル　2・3

はっけんいっぱい!まちのしせつ　1～5

気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　1～6

ゼロからわかる!電気のはたらき　5

小さな生きものの春夏秋冬　1～6

おいしいごはんが食べられますように

『おかねはどこからやってくる?』　みうらこうじ

かみはこんなにくちゃくちゃだけど

6カ国語のわくわく絵ずかん　アジア編　・

じぶんのからだはどんなからだ?

めざせ!ことば名人使い方90連発　1～5

日 本 の 文 学 ・ 小 説

田町家が取り壊され増谷家・会沢家として生
まれ変わろうとするなか、ついに<かふぇ あさ
ん>の夜営業が始まる。見慣れないお客さん
とともに、不思議な事件も舞い込み…。「東京
バンドワゴン」第17弾。

4/21～5/18までに入った本の紹介です。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 6月号

ほしいものを買うためには、お金がいる。ぼく
は、自分でお金を探すことにした。すると、ケ
ガをしたパン屋さんの代わりに、お店でおるす
ばんをすることに…。「お金」と「仕事」の大切さ
を、親子で考えるための絵本。

江戸末期に活躍した天才棋士・天野宗歩。実力
十三段、のちに棋聖と呼ばれた孤高の勝負師
は、何を追い求め彷徨っていたのか。今も棋界
から無二の存在と一目置かれる男の孤独と絶
望に迫る、異色の伝記小説。

サキちゃんと吸血鬼のノダちゃんが図書館で
出会ったのは、司書みならいのふしぎな女の
子。ふたりは司書さんのお仕事をお手伝いす
ることに…!? 小学生のサちゃんと不思議な女
の子ノダちゃんの楽しいお話3つを収録。

森を飛びかう絵本をつかまえる狩人、祖父
がゆっくり本を読む理由…。豪華執筆陣全18
名による「本屋」「本」をテーマにした18のス
トーリーを収録。ファンタジー、ミステリーなど
バラエティあふれる掌編小説集。

電車内のエチケット、賽銭ドロボーの作法、ボ
ケ防止の呪文、はじめての大腸検査、おじい
さんのお正月…。どこかクリエイティブで冗談
みたいなホントの話を綴る。月刊『日本橋』連
載などを単行本化。



これは経費で落ちません!　9 青木 祐子 5日で使える!はじめてのiPhone メディアックス 科学のトリセツ 元村 有希子 人生はごちそう 田村 セツコ
きよのお江戸料理日記　3 秋川 滝美 図解まるわかりAIのしくみ 三津村 直貴 楽しい科学マジック100選 赤羽根 充男
味比べ 青山 文平ほか 攻撃される知識の歴史 リチャード・オヴェンデン スーパー地形公式ガイドブック 杉本 智彦 つちや書店
白馬八方尾根殺人事件 梓 林太郎 こんな人いるよねぇ～ つぶやきシロー なるほど天気と気象 佐藤 公俊 ミュシャ作品集 ミュシャ
料理道具屋にようこそ 上野 歩 究極 読書の全技術 齋藤 孝 地震と火山と防災のはなし 楠城 一嘉 はじめての実用おりがみ 小林 一夫
退き口　 上田 秀人 こども倫理学 佐藤 岳詩 新・ビジュアル恐竜事典 ニュートンプレス 永遠の今 フジコ・ヘミング
カロや 梅崎 春生 生きベタさん 釈 徹宗 Hidden Planet ベン・ロザリー バレエ音楽がわかる本 音楽の友
罷免家老世直し帖　3 瓜生 颯太 あした出会える野鳥100 柴田 佳秀 ちむどんどん　Part1 羽原 大介
祝祭と予感 恩田 陸 齋藤 孝 パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち お楽しみはこれからだ　PART3 和田誠
醬油と洋食 神楽坂 淳
一目惚れ 小杉 健治 『科学のトリセツ』 元村 有希子 奥嶋 誠昭
萩の餅　 坂井 希久子 CAR CAMPING 山と溪谷社
鬼役　32 坂岡 真 「なぜ!?」からはじめる世界史 津野田 興一 自転車キャンプ大全 田村 浩
新・浪人若さま新見左近　10 佐々木 裕一 リトアニアと杉原千畝 重枝 豊英 将棋のひみつ 羽生 善治
口福の祝い笹寿司　 佐々木 禎子 小一時間でゲームをつくる ゲヱム道館
准教授・高槻彰良の推察　7 澤村 御影 井田 仁康 チェコ語の隙間の隙間 黒田 龍之助
Jミステリー　2022SPRING 光文社文庫編集部 地理トレ 原 光一
ばけもの好む中将　11 瀬川 貴次 『チェコ語の隙間の隙間』 黒田 龍之助
QED神鹿の棺 高田 崇史 ひとりっP
花街の仇討ち 千野 隆司 商店街さんぽ あさみん
SRO　9 富樫 倫太郎 ざんねんなお城図鑑 おぐし 篤
あたらしい朝　 中島 久枝 JTBパブリッシング
やめるな外科医 中山 祐次郎 みやぎから、 佐藤 健 甲斐 みのり
ネコ・ロマンチスム 吉行 淳之介 「おくのほそ道」をたどる旅 下川 裕治 日本酒学講義
本所おけら長屋　18 畠山 健二 800日間銀座一周 森岡 督行 無敵!のズボラルーティン timo
群狼の海域 濱 嘉之 きれいに作れる帽子 赤峰 清香
雨宿り　 藤井 邦夫 渡辺 裕美 もっと遊ぼう!フェルトおままごと 寺西 恵里子
戦士の賦　上・下 三好 徹 佐久間宣行のずるい仕事術 佐久間 宣行
大塩平八郎 森 鷗外 荻野 恭子
髪追い　 輪渡 颯介 石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原 洋子 伊庭 正康

今日のうどん 満留 邦子 社会人の教科書1年生 新星出版社編集部

『味比べ』 青山 文平ほか キャンプで淹れるおいしい珈琲 小林 キユウ
しない掃除 みな 沢渡 あまね

場づくり仕事術 矢野 圭夏

『ざんねんなお城図鑑』 おぐし 篤
鈴木 真理子

池上彰の行動経済学入門 池上 彰
世界一楽しい!会社四季報の読み方

藤川 里絵 田中 浩之
走る赤 武 甜静 オリエンテーション民法 松久 三四彦
話すことを話す キム ハナ 岡本 裕一朗
鳥は飛ぶのが楽しいか チャン ガンミョン 佐伯 理華
ビール職人の秘密と推理 エリー・アレグザンダー 黒井 信隆 春夏秋冬のハーバルレシピ 伊能 美緒 いきもの六法 中島 慶二
ピラネージ スザンナ・クラーク こんなに変わった理科教科書 左巻 健男 はじめてのベジ・ガーデン 矢田 陽介
シャギー・ベイン ダグラス・スチュアート 保育で取り組むSDGs 秋山 宏次郎 剪定「コツ」の教科書 木下 透
ハリー・ポッターと魔法の歴史 ブルームズベリー社 こどもスマホルール 竹内 和雄
黄金虫変奏曲 リチャード・パワーズ 一生使える国語力 山口 謠司 岩谷 美苗 家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本
すべての月、すべての年 ルシア・ベルリン 史料でみる和菓子とくらし 今村 規子 小さな庭をつくる 河野 義雄 内門 大丈
もうやってらんない カイリー・リード ヨーグルトの本 向井 智香
エーリッヒ・ケストナー クラウス・コルドン 明石 伸子 水草QA100 轟 元気 おいしいレシピ 中尾 俊之
氷の城 タリアイ・ヴェーソス 季節を愉しむ366日 三浦 康子 ゲストハウスがまちを変える 渡邊 崇志 猫だらけのまちがい探し 渡邉 修

プロの講師が教えるマンガの描き方

『「なぜ!?」からはじめる世界史』　津野田 興一 最速で仕事が終わる人の時短のワザ

テレワークも業務改善もさっぱりわからない

散歩で見かける樹木の見分け方図鑑

歩いて、食べる京都のおいしい名建築さんぽ

60分でわかる!改正個人情報保護法超入門

あなたを狙う消費者トラブル40例
まるごと日本の踊り小学校運動会BOOK

社会学の名著50冊が1冊でざっと学べる

新潟大学日本酒学センター

20歳の自分に伝えたい知的生活のすゝめ

飛距離と安定感をアップさせるゴルフスイング

おうちでできる世界のおそうざい

透析を回避する!専門医が教える腎臓病の治療法と

「速く」「短く」「感じよく」メールを書く方法

読むだけで世界地図が頭に入る本

昨日も世界の果てまでひとりっぷ　5

一度は泊まりたい超ユニークHOTEL

絶景温泉ひとり旅そろそろソロ秘湯

この1冊でOK!一生使えるマナーと作法

健 康 情 報 ・ 健 康 長 寿

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

門外不出の味が麴町の菓子屋に登場し、
思わぬ騒動が…。西條奈加「カスドース」を
はじめ、宮部みゆき、梶よう子、青山文平ら
時代小説の名手が綴った、食と謎の文庫オ
リジナル・アンソロジー。

逆さまなあいさつ、お天気おじさん、ブルガ
リア美人…。チェコ語、ポーランド語、クロア
チア語など、スラブのさまざまなことばにま
つわるエピソードを紹介する。「チェコ語の
隙間」にウクライナ語の章を加えるなどして
改題。

法 律 情 報
複雑怪奇な城内迷路、奇妙過ぎるブサかわ
天守…。改修・改築を繰り返し“ざんねん”な進
化を遂げてしまったお城や、城と戦国武将の
“ざんねん”な関係性をおもしろおかしく解説す
る。お城用語集も収録。

歴史を知れば「今」が見えてくる! 山川世界史教科
書の著者ならではの深い知識と最新の研究成果
を踏まえ、古代～現代の歴史上の70テーマを豊
富な写真や図版とともにわかりやすく解説する。
『日刊ゲンダイ』連載を単行本化。

人工知能、ウイルス、宇宙、SDGs…。最先端か
ら身近なコトまで、ニュースで話題の科学を、文
系出身の科学記者がわかりやすく解説する。
『サンデー毎日』連載を加筆し書籍化。

歴 史 ・ 地 理

総 記 ・ 哲 学


