
シロのきもち 内田 かずひろ
はるとスミレ eto
ねこのこね 石津 ちひろ
おなおしやのミケばあちゃん 尾崎 玄一郎

佐々木 成三 ひみつのさくせん ニコロ・カロッツィ
やらかした時にどうするか 畑村 洋太郎 ジェニーのぼうし エズラ・ジャック・キーツ
ももちゃんのピアノ 柴田 昌平 ゆかしたのワニ ねじめ 正一
実験対決 41 洪 鐘賢
宝石のひみつ図鑑 諏訪 久子 フェリシタ・サラ
ずかんはたらく微生物 中島 春紫 さかなくん しおたに まみこ
イルカの世界 ベッキー ベインズ ありがとうなかよし しもかわら ゆみ

ヴィッキー・ウッドゲート 『かえるのほんや』 やぎ たみこ 化物園 恒川 光太郎
SDGsクッキング　1～3 今泉 マユ子 カレーの時間 寺地 はるな

属国の銃弾 永瀬 隼介
青山 由紀 俺ではない炎上 浅倉 秋成 ダンシング玉入れ 中山 可穂

シャンシャン、夏だより 浅野 竜 残心 我孫子 武丸 棘の家 中山 七里
一撃をねらえ! あさだ りん あるじなしとて 天津 佳之 イーヴィル・デッド 七尾 与史
ジャレットのミント♥コレクション あんびる やすこ 戦争をやめた人たち 鈴木 まもる 朽ちゆく庭 伊岡 瞬 雨滴は続く 西村 賢太
空飛ぶのらネコ探険隊 9 大原 興三郎 ふしぎなかさやさん たなか 鮎子 風を彩る怪物 逸木 裕 パパイヤ・ママイヤ 乗代 雄介
ないしょの五日間 岡田 淳 つきをなくしたクマくん 谷口 智則 まっとうな人生 絲山 秋子 うまたん 東川 篤哉
とりかえっこちびぞう 工藤 直子 プールのくまのこ 種村 有希子 くるまの娘 宇佐見 りん 森をひらいて 雛倉 さりえ
紅の魔女 小森 香折 おんぷちゃんとたいこ とよた かずひこ 南蛮の絆 大村 友貴美 スパイコードW 福田 和代
おかげさまで名探偵 杉山 亮 たなのうえひこうじょう 中村至男 猫弁と幽霊屋敷 大山 淳子 さんず 降田 天

デンタウン 中垣 ゆたか 夏鳥たちのとまり木 奥田 亜希子 両手にトカレフ ブレイディみかこ
杉山 亮 おにぎりおにぎり 長野 ヒデ子 奇跡集 小野寺 史宜 宙ごはん 町田 そのこ

ハッピー・クローバー! 高田 由紀子 野ばらの村のふねのたび ジル・バークレム あきらめません! 垣谷 美雨 JK 松岡 圭祐
海ヤカラ 照屋 年之 ペネロペ ママがだーいすき アン・グットマン 広重ぶるう 梶 よう子 ウェルカム・ホーム! 丸山 正樹

ぼうやはどこ? アン・ハンター 残された人が編む物語 桂 望実 夢をかなえるゾウ　0 水野 敬也
富安 陽子 いつまでも アンナ・ピンヤタロ 空をこえて七星のかなた 加納 朋子 子宝船 宮部 みゆき

マグノリアの森 中川 なをみ へびながすぎる ふくなが じゅんぺい ナイトシフト 香納 諒一 信仰 村田 沙耶香
はりねずみのノート屋さん ななもり さちこ ぼりすとこお ディック・ブルーナ 孤剣の涯て 木下 昌輝 婚活食堂　7 山口 恵以子
きりんのまいにち 二宮 由紀子 ピヤキのママ ペク ヒナ 氷の致死量 櫛木 理宇 一心同体だった 山内 マリコ

火の山にすむゴリラ 前川 貴行 夜に星を放つ 窪 美澄 忍者に結婚は難しい 横関 大
はやみね かおる こちらムシムシ新聞社 三輪 一雄 情事と事情 小手鞠 るい 高く翔べ 吉川 永青

十年屋 6 廣嶋 玲子 かえるのほんや やぎ たみこ 石礫 今野 敏 十三階の仇 吉川 英梨
かみさまのベビーシッター 2 廣嶋 玲子 ディラブディ 與那覇 悦子 よろずを引くもの 西條 奈加
本おじさんのまちかど図書館 ウマ・クリシュナズワミー しま マルク・ヤンセン 孤蝶の城 桜木 紫乃 『忍者に結婚は難しい』 横関 大
ア・テイル・オブ・マジック 2 クリス・コルファー ことばコレクター ピーター・レイノルズ さざなみの彼方 佐藤 雫

沈みかけの船より、愛をこめて 乙一
A.F.ステッドマン

おもちゃ屋のねこ リンダ・ニューベリー 小路 幸也
やんちゃ犬おおさわぎ! デビ・ミチコ・フローレンス ひらめき!英語迷言教室 右田 邦雄 競争の番人 新川 帆立

任俠ショコラティエ 新堂 冬樹

『おかげさまで名探偵』 杉山 亮 広田 照幸 鎮魂 染井 為人
ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智子 エクアドール 滝沢 志郎
人間科学部 大岳 美帆 死神と天使の円舞曲 知念 実希人 大人への手順 伊集院 静
鼠 堀 辰雄 戴天 千葉 ともこ おいしい沖縄 池上 永一
カザアナ 森 絵都 隠し女小春 辻原 登 そして、ぼくは旅に出た。 大竹 英洋
恋愛問題は止まらない 吉野 万理子 馬鹿みたいな話! 辻 真先 人生、山あり谷あり家族あり 岸田 ひろ実

99年、ありのままに生きて 瀬戸内 寂聴
『カザアナ』 森 絵都 『広重ぶるう』 梶 よう子 捨てることから始まる 瀬戸内 寂聴

百歳までにしたいこと 曽野 綾子
あべ弘士のシートン動物記 4 E.T.シートン 人生相談 谷川俊太郎対談集 谷川 俊太郎
ころころすくすく 吉田 敦子 とあるひととき 三浦 しをん
アリのメアリ いわた まいこ 今日は、これをしました 群 ようこ
2ひきのカエル クリス・ウォーメル それでも日々はつづくから 燃え殻

ライラックどおりのおひるごはん

マンガでわかる!小学生のためのスマホ・SNS防犯ガイド

寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ

ことばで遊ぼう!!ことばあそび大図鑑

ミルキー杉山のあなたも名探偵ガイドブック

ヌラリヒョン・パパにまかせなさい! ドロロ

怪盗クイーン 楽園の名画を追え

スカンダーと奪われたユニコーン

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか

<磯貝探偵事務所>からの御挨拶

日 本 の 文 学 ・ 小 説

武家に生まれた歌川広重は浮世絵師を志す。
しかし、彼が描く美人画や役者絵は酷評ばか
り。鳴かず飛ばずの貧乏暮らしに甘んじてい
た広重だが、ある日舶来の高価な顔料「ベロ
藍」に出会い…。『小説新潮』連載を単行本化。

5/19～6/22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

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 7月号

探偵・ミルキー杉山といっしょに謎解きを楽し
み、犯人を当てよう! 商店街でばくだんさわぎ
が起こる「商店街ばくだん事件」、時計店の
お祭りでいたずらした犯人をさがす「ぴょん
ぴょん時計」など3編を収録。

町のはずれにある古い本屋。そして森の中に
もう一軒、池のほとりの柳の木の中に、かえる
の本屋があります。かえるの本屋は、今日もお
はなし会でおおにぎわい。奥の部屋ではかえ
るたちが、本づくりをしていて…。

伊賀と甲賀。消えたはずのライバル忍者一族
は、令和の今も人知れず暗躍していた。悟郎
と蛍はお互い忍者だと知らずに結婚したが、
いまや離婚寸前。そんなある日、伊賀系の大
物政治家が暗殺され…。

国の規制が強まり監視ドローンが飛び交う空のも
と、タフに生きる中学生の里宇とその家族。一家
は、不思議な力を持つ“カザアナ”と出会い、人々
を笑顔にするささやかな奇跡を起こしていく…。



自転車日和 volume61 ’22春夏 辰巳出版
超ゼロからはじめる釣り入門 西野 弘章
花と器の素敵な合わせ方 小川 典子

日雇い浪人生活録 13 上田 秀人 帝国の崩壊　上・下 鈴木 董
鯰の夫婦 岡本 さとる 園内 せな 羽生 善治
京都伏見のあやかし甘味帖 8 柏 てん 朝日新聞出版 小さな平屋に暮らす 平凡社 会話で学ぶベトナム語入門 寺田 雄介
鴨川食堂しあわせ 柏井 壽 本気で韓国語はじめます! JIN<仁>
狂う潮　 佐伯 泰英 山岸 良二 武政 三男
風に訊け　 佐伯 泰英 魅惑のクラフトコーラ クラフトコーラ愛好会 『トライアスロンの哲学』 ラファエル・ヴェルシェール

朱に交われば　 坂井 希久子 小和田 哲男
後宮の烏 7 白川 紺子 図説スペインの歴史 立石 博高 クライ・ムキ
虹の橋からきた犬 新堂 冬樹 その着物、どうする? 星 わにこ
しみしみがんもとお犬道中　 高田 在子 ディズニーファン編集部
告ぐ雷鳥 知野 みさき 日本の地形見るだけノート 竹村 公太郎 上島 亜紀
ずんだと神様　 中島 久枝 観光コースでない京都 平井 美津子 炊飯器でラクチンレシピ 阪下 千恵
2084年のSF 日本SF作家クラブ おいしいルール 若山 曜子
春だから　 野口 卓 一汁一菜でよいと至るまで 土井 善晴
椿平九郎留守居秘録 5 早見 俊 野菜の酢漬けと展開レシピ 野口 真紀 92歳総務課長の教え 玉置 泰子
ブラッディ・ファミリー 深町 秋生 いちじくのお菓子づくり 今井 ようこ
京都寺町三条のホームズ 18 望月 麻衣 ひとりぶんのスパイスお菓子 印度カリー子 木部 智之
ぶたぶたのお引っ越し 矢崎 存美 らくらくお米パン 野崎 ゆみこ
琉球建国記 矢野 隆 飲むぞ今夜も、旅の空 太田 和彦 成美堂出版編集部

台所図鑑 大木奈 ハル子
『風に訊け』 佐伯泰英 1秒片づけ aki 日本組織内弁護士協会

仕事のカタログ　2023-24年版 自由国民社
『台所図鑑』 大木奈 ハル子

藤原 帰一 筒木 幸枝
プーチン大恐慌 宮崎 正弘
ふしぎなお金 赤瀬川 原平 堀 公俊
お気軽移住のライフハック100 宇都宮 ミゲル
50歳からの賢い住宅購入 千日 太郎 『入社1年目のビジネススキル大全』 木部 智之
江戸で部屋さがし 菊地 ひと美・絵

印 アーナルデュル・インドリダソン 地魚の文化誌 太田 雅士
ドアはあけたらおさえましょう ジョン・ブリッジズ

ケヴィン・ウィルソン 『失敗の本質』を語る 野中 郁次郎
吸血鬼ラスヴァン G.G.バイロン 金丸 知弘
雌犬 ピラール・キンタナ 植物のきもち 金子 三保子
ベイルート961時間 関口 涼子 万博100の物語 久島 伸昭
ロシア文学の食卓 沼野 恭子 科学名著図鑑 ニュートンプレス 病気と害虫を防ぐ 草間 祐輔
辮髪のシャーロック・ホームズ 莫 理斯 柚子をさぐる 沢村 正義
夜の少年 ローラン・プティマンジャン ジョン・ミューア・ロウズ シャボテン新図鑑 Shabomaniac! 宮下 由多加

雲を知る本 岩槻 秀明
シルヴィア・プラス 海大図鑑 倉本 圭 高橋 広行 木村 真実

恋人たちのいる風景 O.ヘンリー 身近な生物のきもち 大島 健夫 日本の観光　3 谷沢 明 相続をちょっとシンプルに 上村 拓郎
呼び出し ヘルタ・ミュラー あした出会える雑草の花100 高橋 修 世界の看板にゃんこ 新美 敬子
もう行かなくては イーユン・リー 農家が教える農家の土木 農文協 清田 幸弘
リャマサーレス短篇集 フリオ・リャマサーレス 小林 朋道 ハーブの便利帖 ブティック社 あなたの年金　2022-2023年版 椎野 登貴子

かんたん識別!身近なチョウ 森地 重博
ふしぎな昆虫のせかい 清水 聡司
世界のサメ大全 めかぶ

パワポで描く!図とイラスト 澤崎 敏文 琉球の富 柳 宗悦 左対右きき手大研究 八田 武志
本が語ること、語らせること 青木 海青子 『動物行動学者、モモンガに怒られる』 小林 朋道 フェルメールとオランダ黄金時代 中野 京子 これでわかる認知症診療 浦上 克哉
稀書探訪 鹿島 茂 最新頭痛の治し方大全 丹羽 潔

小島 真也 血管が強くなる習慣 栗原 毅
入倉 隆 日本刀が語る歴史と文化 宮崎 政久

すぐやるメソッド見るだけノート 藤由 達藏 一番効果的な家トレ&ストレッチ 齊藤 邦秀 高尾 美穂
教養としての神道 島薗 進 トライアスロンの哲学 ラファエル・ヴェルシェール 運動未満で体はととのう 長島 康之

相続専門の税理士、父の相続を担当する

手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか?

メアリ・ヴェントゥーラと第九王国

見て・考えて・描く自然探究ノート

動物行動学者、モモンガに怒られる

「正しい戦争」は本当にあるのか

再現イラストでよみがえる日本史の現場

ここまで解けた縄文・弥生という時代

『鎌倉幕府と北条義時見るだけノート』　小和田 哲男

家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい&ゆかた

「また作って!」と言われるおかわりおかず

いまさら聞けないビジネス用語BOOK

普通なのにまた行きたくなる「すごい接客」

更年期前後がラクになる!おうちヨガ入門

子育て世代のための快適移住マニュアル

生きるために必要な「法律」のはなし

世界一わかりやすい動画制作の教科書

SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本

「持たない時代」のマーケティング

リリアンと燃える双子の終わらない夏

Q&Aでわかる業種別法務 キャッシュレス決済

鎌倉幕府と北条義時見るだけノート

大人時間を味わうたのしいスパイス絵本

世界一やさしい会議ファシリテーションの教科書1年生

好きな間取りが絶対見つかる図鑑 はじめての人ともう一度の人の-詰将棋1・3・5手詰　

入社1年目のビジネススキル大全

子どもと楽しむ!東京ディズニーリゾート 2022-2023

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

数年にわたって修行の日々を過ごした西国を
去ることに決め、福江島から船に乗り込んだ
空也は、長州藩の萩城下に降り立った。町の
道場を訪れると、図らずも藩主派と家老派に
よる毛利家のお家騒動に巻き込まれ…。

法 律 情 報

目をあけて眠るアカネズミ、公衆トイレをつくるタ
ヌキ…。9種類の野生動物の生息環境や、それに
適応した彼らの習性を、著者との係わりも交えて
紹介し、動物行動学からの「野生動物たちとの共
存」の在り方について考察する。

60代シンプリスト、アウトドア好き家族、1人暮ら
しの男性…。33人の「生き方」や「趣味趣向」が
垣間見える等身大の台所を写真とともに紹介。
キッチンの愛用品も多数掲載する。WEBマガジ
ン『台所図鑑』を書籍化。

歴 史 ・ 地 理

ビジネスマインド、時間管理、コミュニケーション、
PCスキル、ビジネス思考、リーダーの心得、自己
成長…。入社1年目の人に向けて、仕事力の土
台となるビジネススキルを基礎から学べるよう図
とともにわかりやすく解説する。

総 記 ・ 哲 学

人はどうしてこんな苦しい競技に挑むのだろ
う? 自らも競技者である哲学教師が、「鉄人
レース」の本質を、哲学・心理学・社会学など
多角的な視点から解き明かす。

「武士」が生まれた経緯から北条氏と源頼朝の
出会い、源平の戦いを経て誕生した鎌倉幕府
の内情とその興亡を、イラストを用いてわかり
やすく解説。当時の文化・風習も学べるよう、武
士の服装や合戦の流れなども紹介する。


