
クリシュナのつるぎ 秋野 癸巨矢
石口 しんじ スイッチョねこ 朝倉 摂

自信スイッチ 中島 輝 こうもり アヤ井 アキコ
キャラ絵で学ぶ!徳川家康図鑑 千羽 ひとみ へんてこはやくちことば 新井 洋行
こどもSDGs大図鑑365 齋藤 孝 はだしであるく 村中 李衣
読んでみない?からだのこと。 明橋 大二 いいおてんき なかの ゆき
妖怪なんでも入門 水木 しげる はたけの絵本 いわむら かずお
おうちサイエンス 五十嵐 美樹 ねずみくんはカメラマン なかえ よしを

でんしゃがとおりまーす! オームラ トモコ 鬼人幻燈抄 10 中西 モトオ
石倉 ヒロユキ いきぬけ!サバンナのどうぶつ 鎌田 歩 作家刑事毒島の嘲笑 中山 七里

魚のクイズ図鑑 学研プラス ほどなく、お別れです 3 長月 天音
エリック・カール やっと訪れた春に 青山 文平 殺人者の白い檻 長岡 弘樹

スライウム ロケットペンギン 中川 ひろたか 終活中毒 秋吉 理香子 プリンシパル 長浦 京
となりのホンドギツネ 渡邉 智之 ぷくのたんけん うみのそこ こたか みちる 情無連盟の殺人 浅ノ宮 遼 モノクロの夏に帰る 額賀 澪
じぶんでよめるたべものずかん 成美堂出版編集部 くすのきだんちはサン!サン!サン! 武鹿 悦子 見つけたいのは、光。 飛鳥井 千砂 紙の梟 貫井 徳郎
食糧危機のサバイバル ゴムドリco. かえりみち ブリッタ・テッケントラップ 拝啓交換殺人の候 天祢 涼 こいごころ 畠中 恵
Cui Cui.の図工のじかん Cui Cui. おおきくなったら、なんになる? 刀根 里衣 ぼくらに噓がひとつだけ 綾崎 隼 落ち着いたあかつきには 蜂須賀 敬明

王さまのおうごんのひげ クラース・フェルプランケ 幻告 五十嵐 律人 財布は踊る 原田 ひ香
青山 剛昌 修羅奔る夜 伊東 潤 点滅するものの革命 平沢 逸

怪盗レッド 21 秋木 真 『かえりみち』 ブリッタ・テッケントラップ 蹴れ、彦五郎 今村 翔吾 裏切りのギフト 穂波 了
時間割男子 9 一ノ瀬 三葉 とんこつQ&A 今村 夏子 残照 本城 雅人
むかしむかし 3 内田 麟太郎 煉獄蝶々 岩井 志麻子 夢を喰う男 本城 雅人
世界一クラブ 15 大空 なつき 東京四次元紀行 小田嶋 隆 その本は 又吉 直樹
ねことわたしのまほうの日 かわしま えつこ 空を駆ける 梶 よう子 宙ごはん 町田 そのこ
リトル☆バレリーナ 5 工藤 純子

片岡 翔 松岡 圭祐
こがしわ かおり 見習医ワトソンの追究 鏑木 蓮 オーバーロード 15 丸山 くがね

クローゼットファイル 川瀬 七緒 天海 三田 誠広
斉藤 洋 いま、この惑星で起きていること 森 さやか チンギス紀　14 北方 謙三 よって件のごとし 宮部 みゆき

言葉を生きる 池田 晶子 きらめきを落としても 鯨井 あめ 残星を抱く 矢樹 純
櫻井 とりお 13歳からの経営の教科書 岩尾 俊兵 アナベル・リイ 小池 真理子 魔法のほね 安田 登

トーキングドラム 佐藤 まどか 生活科学部・家政学部 木村 由香里 家庭用安心坑夫 小砂川 チト きときと夫婦旅 椰月 美智子
みどりの森のなかまたち たかどの ほうこ ウイルスって何だろう 青野 由利 仮面の復讐者 小島 正樹 あくてえ 山下 紘加

紅だ! 桜庭 一樹 嫌いなら呼ぶなよ 綿矢 りさ
原 ゆたか 学研プラス 先祖探偵 新川 帆立

四つ子ぐらし 12 ひの ひまり 漢字が日本語になるまで 円満字 二郎 嫌われ者の矜持 新堂 冬樹
ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋 玲子 ギフテッド 鈴木 涼美
ドリトル先生ガラパゴスを救う 福岡 伸一 越前 敏弥 ほか 腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ

グレイッシュ 大島 恵真 水平線 滝口 悠生 まるまる徹夜で読み通す 井上 ひさし
丸山 正樹 星の町騒動記 樫崎 茜 出帆 竹久 夢二 居場所がないのがつらいです 高橋 源一郎

みちのく妖怪ツアー 5 佐々木 ひとみ パンに書かれた言葉 朽木 祥 愛という名の切り札 谷川 直子 言葉の還る場所で 谷川 俊太郎
笹森くんのスカート 神戸 遙真 マーブル 珠川 こおり

緑川 聖司 すこしずつの親友 森埜 こみち 或るアメリカ銃の謎 柄刀 一 辻 仁成
妖怪コンビニ 令丈 ヒロ子 異人館画廊 7 谷 瑞恵 武漢コンフィデンシャル 手嶋 龍一 自由対談 中村 文則
ミオととなりのマーメイド 11 ミランダ・ジョーンズ 水族館ガール 9 木宮 条太郎 小さき王たち　第2部 堂場 瞬一 あした何着よう 林 真理子

映画バクテン!!ノベライズ 四ツ木えんぴつ 長屋の花を散らすな 鳥羽 亮 本を読んだら散歩に行こう 村井 理子
ミヒャエル・エンデ 住所、不定 スーザン・ニールセン 号外!幕末かわら版 土橋 章宏 スマホになじんでおりません 群 ようこ

『すこしずつの親友』 森埜 こみち 『とんこつQ&A』 今村 夏子 『スマホになじんでおりません』 群 ようこ

パリの空の下で、息子とぼくの3000日

中高生のスポーツハローワーク

『せんたくかごのないしょのはなし』  こがしわ かおり

5さいからのプログラミングえほん

はじめて読む!海外文学ブックガイド

その殺人、本格ミステリに仕立てます。 ウクライナにいたら戦争が始まった
せんたくかごのないしょのはなし

がっこうのおばけずかん　げたげたばこ

あたしとひぐっちゃんの探偵日記

かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる!

エリック・カールのえいごがいっぱい どうぶつあつまれ!

どっちが強い!?ミズダコvsノコギリエイ

はまったら抜けだせない!?食虫植物

ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス

意味がわかるとゾッとする怖い図書館

名探偵コナン安室透セレクション ゼロの裏事情

水まきジイサンと図書館の王女さま

日 本 の 文 学 ・ 小 説

大将とぼっちゃんが切り盛りする中華料理店と
んこつで働き始めたわたし。居場所を見つけた
はずだった。あの女が新たに雇われるまでは…。
表題作など、人間の取り返しのつかない刹那を
描いた4篇を収録。『群像』掲載を書籍化。

7/21～8/24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。

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9月号

「ねえねえ、ちょっとまって」 ちいさなハリネズミ
が、おおきなハリネズミにいいました。ふたりは
眺めのいいところに座り、日が沈むのをいっ
しょに見て…。ゆっくり歩く帰り道に出会う、夜へ
と向かう特別な時間を描いた絵本。

重い腰を上げ、愛猫のためにスマホを購入した
著者。待っていたのは、“便利だけど不便”な世
界だった-。切実さに満ちながらも思わずクスッ
と笑ってしまう、共感満載の奮闘エッセイ『オー
ル讀物』連載を単行本化。

せんたくのお手伝いをしていたサボン。くつ下
を探して、せんたくかごをのぞいていたら、つ
むじ風が吹いて飛ばされてしまった。気がつく
と、サボンはおせんたくの国にいて…。見えな
い優しさに気づくきっかけになるお話。

「親友って、どうやったらつくれるの」 わたしの
問いに叔母さんは、すこしずつの親友になら、
すぐにでも出会える、と答えた。そんな親友が
いるという叔母さんは、旅先で出会った忘れら
れない人々のことを話してくれて…。



吸血鬼と猛獣使い 赤川 次郎 先輩、研究ってどうやるんですか 研究ステップ編集委員会 決戦!株主総会 秋場 大輔 とびだせ!長谷川義史 長谷川 義史
幽霊認証局 赤川 次郎 スマホで困ったときの大事典 ワン・パブリッシング 世界建築史ノート 中川 武
京都・化野殺人怪路 梓 林太郎 あなたのなつかしい一冊 池澤 夏樹 アンビルト 津久井 智子
神隠し　 稲葉 稔 ときめきのミュージアムグッズ 大澤 夏美 日本の水族館五十三次 宮沢 洋 世界は光であふれてルンです パイインターナショナル

上田合戦仁義　 井原 忠政 家づくりはじめからおわりまで 鈴木 敏彦
戦端　 上田 秀人 畠山 創 自分でできる!バイク・メンテナンス 源 日本ヴォーグ社
おいしい旅　初めて編 近藤 史恵 北欧神話100の伝説 パトリック・ゲルパ 紙もの 暮らしの図鑑編集部
おいしい旅　想い出編 秋川 滝美 古墳図鑑 青木 敬 おうちワークの文具術 高橋 拓也 村田 美穂
珈琲店タレーランの事件簿 8 岡崎 琢磨 知識ゼロからの歌舞伎入門 松本 幸四郎
悲愁の花　 岡本 さとる 祝田 秀全 高畑 正幸 ウルトラマン大怪獣図鑑 円谷プロダクション
下鴨料亭味くらべ帖 柏井 壽 ベニシアと正　2
十手家業　 金子 成人 橋本 雅幸 エコな毎日 中嶋 亮太 木元 康晴
見えない階　 鏑木 蓮 COS衣装ベストセレクション 日本ヴォーグ社
天使たちの課外活動 9 茅田 砂胡 田仕 雅淑 これだけでいいソーイングの基本 香田 あおい 渡辺 有祐
父の声 小杉 健治 アジ釣りのすべて 主婦の友社
約束の月　上・下 小杉 健治 いわせ あさこ 無敵の麻雀 多井 隆晴
御留山 佐伯 泰英
浮世小路の姉妹 佐伯 泰英 ブティック社 ず～まだんけ
八丁越　 佐伯 泰英 玉田 久文 サステナブルな自炊生活 しらいし やすこ ドラマで韓国語　2 イ ミオク
島崎藤村短篇集 島崎 藤村 詳しくわかるモンゴル語文法 山越 康裕
あきない世傳金と銀 13 高田 郁 池上 彰 レシピサイトNadia
想い出すのは　 田牧 大和 私を整えるごはん サニー早苗 岡田 光世
脳科学捜査官真田夏希 13 鳴神 響一 おうち台湾菜 沼口 ゆき オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ
薬屋のひとりごと 12 日向 夏 実家じまい終わらせました! 松本 明子
最後の晩ごはん 18 椹野 道流 6カ国転校生ナージャの発見 キリーロバ・ナージャ 主婦の友社
菓子屋横丁月光荘 5 ほしお さなえ 初めてでも弾ける保育のうた秋冬 阿部 直美 日本一おいしいソロキャンプ ぼっち女camp
名もなき本棚 三崎 亜記 アイス部手帳 アイス部
京都船岡山アストロロジー 2 望月 麻衣 和田 圭史 あっちこっち食器棚めぐり 伊藤 まさこ
川中島の戦い 矢野 隆 日本奇々怪々録 メディソフト クリエイティブ整理・収納術 TSUN
聖夜のおでん 山口 恵以子 世界の妖怪大図鑑 水木 しげる
Yuming Tribute Stories 小池 真理子 『日本の水族館五十三次』 宮沢 洋
さしみ朝膳　 和田 はつ子

『十手家業』 金子 成人 共働きのすごい対話術 あつた ゆか
永田 恭介

空想科学読本　1・2 柳田 理科雄 石井 孝治
すばらしき宇宙の図鑑 野口 聡一
極限大地 ウィリアム・グラスリー 小木曽 健
化石の復元、承ります。 木村 由莉 小売業の実践SDGs経営 渡辺 林治
こっそり楽しむうんこ化石の世界 土屋 健 豊かな暮らしと“小さな農業” 望月 健
タネは旅する 中西 弘樹 高橋書店編集部
深海の生き物超大全 石井 英雄 銀色 夏生

夢を売る百貨店 イ ミイェ パイインターナショナル

プリズム ソン ウォンピョン 柳澤 静磨 のりんご 経営は、焚き火のように 山井 梨沙
ロボット・イン・ザ・ホスピタル デボラ・インストール びっくり深海魚 尼岡 邦夫
その少年は語れない ベン・H.ウィンタース タモ網1本ではじめられる魚とり 仲 義輝 平野 純子
囚われのスナイパー　上・下 スティーヴン・ハンター クジラ・イルカの雑学図鑑 あらた ひとむ 日陰と小さなスペースの庭づくり 主婦の友社
フランキスシュタイン ジャネット・ウィンターソン いのちをつなぐ海のものがたり 矢田 勝美
呑み込まれた男 エドワード・ケアリー 『化石の復元、承ります。』 木村 由莉 加藤 啓一
彼女の思い出/逆さまの森 J.D.サリンジャー だっくす小峰
その丘が黄金ならば C・パム・ジャン 笹川 大瑛
アイダホ エミリー・ラスコヴィッチ 柏 耕一 医師が教えるゆる漢方 板倉 弘重
ホットミルク デボラ・レヴィ まちで出会ったかわいいあのこ うおのめ とるこ 体の不調を整える。 宝島社
キリンの首 ユーディット・シャランスキー 木箱ラベルの時代 林 健男 40代からシニアまで睡眠の悩み 三島 和夫

「手書き」をとことん楽しむ万年筆・ガラスペン入門

地図とデータで見る資源の世界ハンドブック

中学社会のなぜ?が1冊でしっかりわかる本

江戸の庶民から武士まで200年家系図をつくる

シンプルかわいい手づくりピアス&イヤリング

社会人として必要な経済と政治のことが5時間でざっと学べる

はじめてでもよくわかるソロキャンプの便利帳

紙バンドで楽しくミニチュアの世界

地政学×歴史で理由がわかるロシア史

津久井智子の消しゴムはんこ。アイデア帳

哲学者たちの思想、戦わせてみました

クリストファー・ビーンランド

ベニシア・スタンリー・スミス 登山のダメージ&体のトラブル解決法

かんたんレジンのアクセサリーBOOK

「ゴキブリ嫌い」だったけどゴキブリ研究はじめました

県境マニアと行くくるっとふしぎ県境ツアー

もっと知りたい!「科学の芽」　PART8

総合・推薦入試志望理由書で合格

ベルナデット・メレンヌ=シュマケル

75歳、交通誘導員まだまだ引退できません

いちばんよくわかる!カメの飼い方・暮らし

自然農1年生 畑は私の魔法のじゅうたん

スーパーで買った野菜・果物で家庭菜園

リメイク&リユースでかわいく作る多肉植物の寄せ植え

腰の痛みが10秒で解消!サボリ筋コンディショニング

冊子&折りパンフの構図とレイアウト

『紙バンドで楽しくミニチュアの世界』　村田 美穂

いざというときのための応急手当ミニハンドブック

ミシンでダダダ…!余ったハギレでなに作る?

なつかし洋食あかぬけ和食一生好きな町中華

野菜たっぷりのスピードおかず353

動画で完全マスター!けん玉テクニック

知らないと損する労働法の超基本

今日から使える企業のSNS危機管理マニュアル

資格取り方選び方全ガイド　2024年版

ニューヨークが教えてくれた“私だけ”の英語

健 康 情 報

産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

総記・哲学・歴史・地理

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

パリのお花屋さん、薔薇のある部屋、南仏
のダイニングルーム、北欧のナチュラルイ
ンテリア…。紙バンドで作る、ドールサイズ
のちっちゃなお部屋と雑貨を紹介する。

水族館は、大人も子どもも楽しめる建築。全
国から厳選した53館の建築やデザインの見
どころを、イラストや写真とともに紹介する。
水族館の仕組みと工夫、水族館の歴史の解
説等も掲載。

日本橋堀留「駕籠清」のおてんば娘・おりんは
かぎ縄を武器に目明しを務めている。薬種問屋
の主夫婦が首を吊り、子ども2人が殺害されて
いた。没落した薬種問屋の主が最後に縋った
のは「市子」と呼ばれる祈禱師で…。

誰も見たことがない太古の大型獣の復元に
挑む職人たち。骨格レプリカ、生体模型、デ
ジタル復元、展示づくりの現場などから、古
生物復元師たちの仕事に迫る。写真も多数
収録。


