
きみは星のかけら エリン・ケルシー
なっちゃんもついてこーい こいで やすこ
チェンチェンとクゥクゥ さくら せかい
森のささやきの標本室 たなか 鮎子

鹿田 昌 くみたて 田中 達也
実例でわかる!自由研究の選び方&まとめ方　 ちいさなはりねずみ ナターリヤ・チャル
(1・2・3年生/4・5・6年生) 子ども学力向上研究会 ゆっくりのんのちゃん でくね いく
おさほうえほん 高濱 正伸 ほしぞらのきょうりゅうたち なかた みちよ

だいじなくつ にしむら あつこ
川村 康文 とんぼのぎんちゃんうまれたよ!ねもと まゆみ

キッズ科学ラボ シェリー・ダスキー・リンカー

のってんのスライム科学実験 のってん ブルくんのおうち ふくざわ ゆみこ 臼月トウコは援護りたい そえだ 信
星座と神話大じてん 永田 美絵 かきごおりおまちどおさま ふくだ じゅんこ 死神と天使の円舞曲 知念 実希人
ブラックホールってなんだろう? 嶺重 慎 箱庭の巡礼者たち 恒川 光太郎
こんちゅう 須田 研司 ロバート・ブライト 「私」という男の生涯 石原 愼太郎 鷹の系譜 堂場 瞬一
魚 宮 正樹 ちいさなくろいいし マレーク・ベロニカ 稲畑汀子俳句集成 稲畑 汀子 四季のない京都1978 時岡 洋一
鳥博士と天才カラス 樋口 広芳 ナゾトキ・ジパング 青柳 碧人 N/A 年森 瑛
みんなはどう思う?感染症 堀川 晃菜 まつおか たつひで 青く滲んだ月の行方 青羽 悠 オリーブの実るころ 中島 京子

ちびちびパンダ みやにし たつや はぐれ鴉 赤神 諒 殺し屋の息子 永瀬 隼介
「子どもと地球資源」研究会 どうぞどうぞ 山内 彩子 あさとほ 新名 智

ひとくちどーぞ 山﨑 克己 阿川 佐和子 掟上今日子の忍法帖 西尾 維新
成美堂出版編集部 江戸日本ねこづくし 吉田 愛 凍る草原に鐘は鳴る 天城 光琴 無年金者ちとせの告白 西尾 潤

楽しくわかる!小学生のための楽譜の読み方&リズムのきほん 戦争が町にやってくる ロマナ・ロマニーシン 禁猟区 石田 衣良 夏休みの空欄探し 似鳥 鶏
侘美 秀俊 安土の日蝕 市原 麻里子 姫 花村 萬月

名探偵コナン世紀末の魔術師 青山 剛昌 『くみたて』 田中 達也 駆ける　2 稲田 幸久 揺籃の都 羽生 飛鳥
名探偵コナンハロウィンの花嫁 青山 剛昌 サウンド・ポスト 岩城 けい その意図は見えなくて 藤 つかさ
6年1組黒魔女さんが通る!! 17 石崎 洋司 晩秋行 大沢 在昌 文学　2022 日本文藝家協会
海をわたる動物園 いちかわ けいこ ブロッコリー・レボリューション 岡田 利規 短篇七芒星 舞城 王太郎
ちいさな宇宙の扉のまえで いとう みく 地図と拳 小川 哲 茜さす日に噓を隠して 真下 みこと
はれ晴れ池をさがして 宇佐美 牧子 やわ肌くらべ 奥山 景布子 墜落 真山 仁
イカにんじゅつ道場 香桃 もこ わたしたち 落合 恵子 星屑 村山 由佳
新月の子どもたち 斉藤 倫 #真相をお話しします 結城 真一郎
ばーちゃる 次良丸 忍 織守 きょうや CF 吉村 萬壱
ぼくらの超記念日 宗田 理 あしたから出版社 島田 潤一郎 明日へのペダル 熊谷 達也 海の教場 吉川 英梨
ソロ沼のものがたり 舘野 鴻 大絶滅は、また起きるのか? 高橋 瑞樹 任俠楽団 今野 敏 鯉姫婚姻譚 藍銅 ツバメ
たぶんみんなは知らないこと 福田 隆浩 筆のみが知る 近藤 史恵
戦国姫 藤咲 あゆな 山口 裕之 Y字橋 佐藤 洋二郎 『ザ・ベストミステリーズ　2022』 日本推理作家協会
あそび室の日曜日 村上 しいこ 百姓の江戸時代 田中 圭一
生まれかわりのポオ 森 絵都 佐藤 究

小山 哲 ザ・ベストミステリーズ　2022 日本推理作家協会

『星座と神話大じてん』 永田 美絵 ジンセイハ、オンガクデアル ブレイディみかこ 怪談小説という名の小説怪談 澤村 伊智
13歳からの図解でやさしい国会 清水 雅博 恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子
世界はフムフムで満ちている 金井 真紀 セカンドチャンス 篠田 節子
地学の図鑑 杵島 正洋 蒼い水の女 柴田 哲孝
昆虫学者はやめられない 小松 貴
正岡子規 ドナルド・キーン 清水 杜氏彦 客席のわたしたちを圧倒する 井上 ひさし
犬の記憶 森山 大道 揚羽の夢 朱川 湊人 水曜日は働かない 宇野 常寛
わたぶんぶん 与那原 恵 道 白石 一文 読書の森で寝転んで 葉室 麟
おいしくて泣くとき 森沢 明夫 掬えば手には 瀬尾 まいこ 小さいわたし 益田 ミリ

うみでなんでやねん 鈴木 翼 今日もごきげんよう 松浦 弥太郎
クッキーのおべんとうやさん 安西 水丸 『わたぶんぶん』 与那原 恵 『凍る草原に鐘は鳴る』 天城 光琴
しっかりママにつかまって! 市川 里美 ヤマザキ マリ
いいおてんき なかの ゆき 仰天・俳句噺 夢枕 獏
ちゃぷちゃぷぷーん 得田 之久 私と街たち<ほぼ自伝> 吉本 ばなな
およいでいえにかえりたい おかもと かなこ 飛び立つ季節 沢木 耕太郎
すいかごろごろ すとう あさえ 妻はサバイバー 永田 豊隆

大人になってこまらないマンガで身につく法律のちしき

ワクワク!かわいい!自由工作大じてん

図解でしっかりわかる!小学生の理科

親子で楽しむ!おもしろ科学実験12か月

おふろのなかのジャングルたんけん

中学生から知りたいウクライナのこと

はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん

おばけのジョージーたからさがし

爆発物処理班の遭遇したスピン

予感<ある日、どこかのだれかから電話が>

ブータン、世界でいちばん幸せな女の子

学園の魔王様と村人Aの事件簿

みんなが知りたい!地球の資源とエネルギー

「みんな違ってみんないい」のか?

地球、この複雑なる惑星に暮らすこと

日 本 の 文 学 ・ 小 説

草原に額縁を立て、その中で演手たちが物語
を繰り広げる遊牧民アゴールの伝統「生き絵」。
マーラは若くして部族長たちの前で生き絵を披
露する役目に大抜擢される。だが、その矢先に
“動くもの”が全ての人々に見えなくなり…。

6/23～7/20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 8月号

頭の上に輝く星空を物語であふれるすばらし
い風景にしてみませんか? 四季の星座にま
つわる知識や見つけ方などをやさしく解説し、
星座と結びついた32編のギリシャ神話をイラ
ストとともに紹介します。

2021年に発表された短編ミステリーの中から、
ミステリーのプロが傑作を厳選。第75回日本
推理作家協会賞短編部門受賞作、逸木裕「ス
ケーターズ・ワルツ」、大山誠一郎「時計や探
偵と二律背反のアリバイ」等全8編を収録。

ビーフン、じーまみ豆腐、上海蟹、ごぼう巻…。
おなかいっぱい(わたぶんぶん)、料理いっぱい、
思い出いっぱい! 沖縄料理と、料理の記憶にま
つわるさまざまなひとたちとの時間を振り返る。

分解された状態の日用品を組み立てるミニ
チュアの作業員たち。完成した日用品を、ミ
ニチュア世界の住人はどう使うのか-。見慣
れたものが別のものに見えてくる写真絵本。



地球の歩き方編集室集

武士の流儀 7 稲葉 稔 土砂留め奉行 水本 邦彦 火の鳥大解剖 手塚プロダクション
仕立屋お竜 岡本 さとる 災害とトイレ 日本トイレ協会 永遠のデザインとことば ディック・ブルーナ
南町奉行と餓舎髑髏 風野 真知雄 日本一バズる公務員 守時 健 住宅営業マンぺこぺこ日記 屋敷 康蔵 写真はわからない 小林 紀晴
わるじい慈剣帖　9 風野 真知雄 やさしく強い経済学 大門 実紀史 新しい香水の教科書 小磯 良江 世界のふしぎな色の名前 城 一夫

一生疲れない体になるゆる筋のつくりかた
硝子町 玻璃 橋本 絵美 高砂 雅美ほか 池本 誠知

吉原裏同心  決定版 1～6 佐伯 泰英 つながり過ぎないでいい 尹 雄大 自分を休ませる家事 満月 新しい登山の教科書 栗山 祐哉
死してなお 坂岡 真 ジャスト・ライド グラント・ピーターセン
お勝手のあん　6 柴田 よしき 宝島社 クライ・ムキ 空手の形で気分爽快! 諸岡 奈央
皇女アルスルと角の王 鈴森 琴 親が子どもになるころに 細川 貂々 楽しくはたらく手作りエプロン ブティック社 音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む
新・入り婿侍商い帖　1 千野 隆司 世界を手で見る、耳で見る 堀越 喜晴 CHECK&STRIPE my favorite 主婦と生活社 川原 繁人
春風譜 辻堂 魁 かわいい布ぞうり はんだ えりこ 日本語名言紀行 中村 明
ツナグ 辻村 深月 江口 祐子
俺たちは神じゃない 中山 祐次郎 大庭 英子
モノノ怪 執 仁木 英之 ウッラ・デュアルーヴ おいしいは嬉しい。 タニア・ジョンソン
貸し物屋お庸謎解き帖 平谷 美樹 日本水引 長浦 ちえ スパイスカレーの便利帖 2022 晋遊舎
はい、総務部クリニック課です。 藤山 素心 気くばりにいいこと超大全 西出 ひろ子
猟鷹の眼 藤 水名子 タサン志麻
四畳半タイムマシンブルース 森見 登美彦 櫻庭 由紀子 ケーキ嫌い 姫野 カオルコ
入舟長屋のおみわ　4 山本 巧次 おあげさん 平松 洋子
邦人救出 渡辺 裕之 ベンガル料理が食べたい 石濱 匡雄

櫻庭 由紀子
『貸し物屋お庸謎解き帖』 平谷 美樹 オレンジページ

桑名 由美
香取 薫 中小企業のSDGs 野村 佐智代

会計の用語図鑑 石川 和男
地球の歩き方編集室

戸田総合法律事務所
オザワ エイコ

ってないですか?できればスマホで 矢島 直美
野崎 洋光

シャーロック・ホームズのすべて ロジャー・ジョンスン ふくの うみ つるんと、のどごしのいいおやつ 中川 たま
帰りたい カミーラ・シャムジー 「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた 日本ご当地パン大全 辰巳出版
夏 アリ・スミス グレゴリー・J.グバー
ファイナル・ツイスト ジェフリー・ディーヴァー ゼロからわかる物理エンジン こーじ ホッとケーキさん。 國部 徹
血を分けた子ども オクテイヴィア・E.バトラー 宇宙大図鑑プレミアム ニュートンプレス がんばらない片づけと収納 扶桑社
ロシア文学からの旅 中村 唯史 夜、寝る前に読みたい宇宙の話 野田 祥代 池田 千恵

『かわいい布ぞうり』 はんだ　えりこ 最新不動産登記の基本と実務 旭 祐樹
田近 英一

世界の気候と天気のしくみ 今井 明子 アイハーツ
ゆっくり学ぶ 岸見 一郎 図説日本の風 真木 太一
ミュージアムグッズのチカラ　2 大澤 夏美 深海学 ヘレン・スケールズ 関田 保行

あした出会えるきのこ100 新井 文彦
齋藤 孝 生きもの毛事典 保谷 彰彦

沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか?　
佐藤 圭一 いくつになっても「骨」は育つ! 今泉 久美

寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎 雅子 700人の村がひとつのホテルに 嶋田 俊平 心の不調がみるみるよくなる本
ゆうき ゆう

島田 裕巳 『寝ても覚めてもアザラシ救助隊』 岡崎 雅子 農文協 新しい皮膚の教科書 豊田 雅彦
文化財が語る日本の歴史 會田 康範 ゼラニウムの文化誌 カシア・ボディ 知っておきたい爪の知識と病気

ナチュラルガーデン&雑木の庭 ブティック社 東 禹彦
原口 泉 日本のラベル 三好 一 子どもの目を守る本 三木 淳司

偉人メシ伝 真山 知幸 列車で行こう! 櫻井 寛 中年女子のゆる薬膳。 池田 陽子
国境で読み解くヨーロッパ 加賀美 雅弘 何が記者を殺すのか 斉加 尚代 ヨガを楽しむ教科書 綿本 彰

『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』 川原 繁人

ホットケーキミックスだからおいしいお菓子

DEEN池森の『創作』乾麵蕎麦レシピ

志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ

オカズデザインの沖縄食堂ごはん

ごみを出さない気持ちのいい暮らし

68歳、ひとり暮らし。きょう何食べる?

地球のかじり方 世界のレシピBOOK

ふじと南極のなかまたち　上・下

超図解つみたてNISA & iDeCoかんたん入門

60歳からはじめて人生が楽しくなる100のこと

無印良品「発酵ぬかどこ」徹底活用術

イチバン親切なおさいほうの教科書

ALOHAを感じるハワイのことばと絶景100

文系のためのめっちゃやさしい地球46億年

心が強い人はみな、「支える言葉」をもっている

宗教対立がわかると「世界史」がかわる

日本人として知っておきたい琉球・沖縄史

出雲のあやかしホテルに就職します 12

仕事で役立つ!PDF完全マニュアル

法律のプロが教える社内ペーパーレスの進め方

すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影する方法

『江戸の怪談がいかにして歌舞伎と落語の名作となったか』

子育て本ベストセラー100冊の「これスゴイ」を1冊にまとめた本

農家が教える酢とことん活用読本

家庭で作れる東西南北の伝統インド料理

デジタルおしゃぶりを外せない子どもたち

江戸の怪談がいかにして歌舞伎と落語の名作となったか

実際にあった相続トラブル40例!解決策大全

写真でスラスラわかる建築基準法

ふるさと納税ニッポン!　Vol.15(2022夏秋号)

法律トラブルを解決するならこの1冊

健 康 情 報
産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

総 記 ・ 哲 学

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

「無いものはない」の看板を掲げる貸し物屋・湊屋
両国出店の主は、美形だが口の悪さで知られる江
戸娘、お庸。物のみならず知恵も貸す娘店主には
いつしか味方が増えていく。今日も訳ありのお客が
訪ねてきて…。

プリキュアごっこ、ポケモン、しんだ、しまない、
しむ…。子どもの言語発達からことばの原理が
学べる! 言語学が専門の大学教員による、子育
てエピソード満載の音声学の入門書。ゴスペ
ラーズ・北山陽一との対談も掲載する。

法 律 情 報

好きな色や柄の組み合わせを楽しみながら、
とっておきの一足を作りましょう。かんたんに編
めて、履き心地の良い布ぞうりを、16cm～Lサイ
ズの5サイズ展開で紹介。掲載作品の作り方も、
実物大の型紙とともに収録。

「四谷怪談」「皿屋敷」など、江戸時代から語り継
がれてきた“怪談もの”。古き良き江戸期の怪談・
怪異を掘り下げ、説話から歌舞伎や浄瑠璃・落
語・講談などの芸能への展開、当時の社会背景
を読み解く。

歴 史 ・ 地 理

幼いころに出会ったぬいぐるみがきっかけで、
あっという間にアザラシ沼へ。日本で唯一のアザ
ラシ保護施設で働く飼育員が、保護活動とアザ
ラシが抱えている問題などを綴る、アザラシ愛溢
れる自然科学エッセイ。


