
森のなかの小さなおうち エリザ・ウィーラー
なぞなぞでおばけやしきたんけん 石津 ちひろ
バリバリしゅうしゅうしゃ 視覚デザイン研究所

図書館たんけん 1 藤田 利江 10ぴきねこちゃん エミリー・グラヴェット
はじめてふしぎに気づいた日 赤澤 豊 うちのおかあちゃん 小手鞠 るい
自由を求めて冒険へ! 春間 豪太郎 あわあわわあい! ジャクリーヌ・デイヴィーズ
SDGsのサバイバル 韓 賢東 クモのシルバーくん すみもと ななみ
なりたい!が見つかるお仕事図鑑 朝日新聞出版 そばにいるよ、わたしも スムリティ・ホールズ
なんで勉強するんだろう? 齋藤 孝 ちいさいおふねのぼうけん マリーナ・アロムシターム
どっちが強い!?X 12 エアーチーム ペンギンたんけんたい 斉藤 洋

なっとうくんのぼうけん 笹 公人
市岡 元気 バーバパパとゆかいなかぞく アリス・テイラー

トイレトイレ 西村 敏雄 英雄 真保 裕一
伊藤 弥寿彦 野ばらの村の山のぼうけん ジル・バークレム 競争の番人 2 新川 帆立

せつない!いきものの死に方図鑑 今泉 忠明 のんびりやのコアラ レイチェル・ブライト いつもの木曜日 青山 美智子 音楽が鳴りやんだら 高橋 弘希
コンビニ好きな虫のふしぎ 盛口 満 三世代探偵団 4 赤川 次郎 祈りのカルテ 2 知念 実希人
はっけん!イモリ 林 光武 丸山 誠司 乱鴉の空 あさの あつこ 猫絵の姫君 智本 光隆

あなたにあいたい 宮野 聡子 夜の道標 芦沢 央 噓つきジェンガ 辻村 深月
カワグチ ナミ ビーバーくんとポプラのき むらかみ ひとみ 録音された誘拐 阿津川 辰海 オリンピックを殺す日 堂場 瞬一

地球がもし100cmの球だったら 永井 智哉 しろいうま やなせ たかし 此の世の果ての殺人 荒木 あかね イオカステの揺籃 遠田 潤子
最強の城へタイムワープ フルカワ マモる 祈りも涙も忘れていた 伊兼 源太郎 越境刑事 中山 七里
小学生からの電気図鑑 TDG電気指導会 ハヤブサ消防団 池井戸 潤 汝、星のごとく 凪良 ゆう
小学生のお料理ブック 新谷 友里江 ペットショップ無惨 石田 衣良 レッドゾーン 夏川 草介
あきであそぼう 高橋 京子 月の三相 石沢 麻依 怪盗フラヌールの巡回 西尾 維新
美桜のペットさがしノート 大平 しおり 灰かぶりの夕海 市川 憂人 家裁調査官・庵原かのん 乃南 アサ
忘れもの遊園地 久米 絵美里 祝祭の子 逸木 裕 若葉荘の暮らし 畑野 智美
母の国、父の国 小手鞠 るい 武蔵 稲葉 稔 新!店長がバカすぎて 早見 和真
ノレノレかるた こまつ あやこ レペゼン母 宇野 碧 屋久島トワイライト 樋口 明雄
がっこうのおばけずかん 斉藤 洋 赤虫村の怪談 大島 清昭 素数とバレーボール 平岡 陽明
キノの旅 時雨沢 恵一 掌に眠る舞台 小川 洋子 事件は終わった 降田 天
ぼくは王さまどうぶつコレクション 寺村 輝夫 ループ・オブ・ザ・コード 荻堂 顕 あの子とQ 万城目 学
太陽と月 はらだ みずき 営繕かるかや怪異譚　その3 小野 不由美 レッドクローバー まさき としか
ガリレオの事件簿 1 東野 圭吾 レジデンス 小野寺 史宜 その本は 又吉 直樹
トラブル旅行社 2 廣嶋 玲子 竹内 和雄 熱河に駆ける蹄痕 織江 耕太郎 愚者の階梯 松井 今朝子
ほねほねザウルス 26 カバヤ食品株式会社 世界の神話 躍動する女神たち 沖田 瑞穂 本好きの下剋上　第5部[9] 香月 美夜 キッズ・アー・オールライト 丸山 正樹
ゲゲゲの鬼太郎 1 水木 しげる 16テーマで知る鎌倉武士の生活 西田 友広 デクリネゾン 金原 ひとみ 晴明変生 森谷 明子

ウンコの教室 湯澤 規子 介護者D 河崎 秋子 クリ粥 山本 一力
三田村 信行 難しい本を読むためには 山口 尚 夜がうたた寝してる間に 君嶋 彼方 孤島の飛来人 山野辺 太郎

四畳半タイムマシンブルース 上田 誠 歴史学のトリセツ 小田中 直樹 孤立宇宙 熊谷 達也 方舟 夕木 春央
いっしょにいるよ 涌井 学 大都市はどうやってできるのか 山本 和博 浅草ルンタッタ 劇団ひとり 流れる星をつかまえに 吉川 トリコ
海のこびととひみつの島 サリー・ガードナー フィールダー 古谷田 奈月
いもうとなんかいらない ロイス・ダンカン 坂口 恭平 マル暴ディーヴァ 今野 敏 『マル暴ディーヴァ』 今野 敏
星命体　上・中・下 クリストファー・パオリーニ 法むるーむ 法むるーむネット集 一千億のif 斉藤 詠一
うみべのおはなし3にんぐみ ジェイムズ・マーシャル 首取物語 西條 奈加

医療の仕事大研究 上 昌広 ロスト・ドッグ 酒本 歩
タガヤセ!日本 白石 優生 裂けた明日 佐々木 譲
山月記 中島 敦 人間みたいに生きている 佐原 ひかり
イマジン? 有川 ひろ 遠い指先が触れて 島口 大樹
狼と羊皮紙　8 支倉 凍砂 ロスト・スピーシーズ 下村 敦史
落日 湊 かなえ 素晴らしき国 小路 幸也

文と本と旅と 上林 曉

『タガヤセ!日本』 白石 優生 『素数とバレーボール』 平岡 陽明
鴻上 尚史

江戸へおかえりなさいませ 杉浦 日向子
いぬがほしいの! ジョン・エイジー パンダのうんこはいい匂い 藤岡 みなみ
給食室のいちにち 大塚 菜生 ベスト・エッセイ　2022 日本文藝家協会
リゼッテうそをつきにいく 小さなひとり暮らしのものがたり みつはし ちかこ

鴻上尚史のなにがなんでもほがらか人生相談

『はじめてふしぎに気づいた日』   赤澤 豊

京都大学野生動物研究センター

『ビーバーくんとポプラのき』   むらかみ ひとみ

カタリーナ・ヴァルクス

イラスト版10分で身につくネット・スマホの使い方

中学生のためのテストの段取り講座

ポストコロナ時代に医学部をめざす人のための

小学生からのわくわく!おうち実験室

キャベたまたんていおとぎ世界でじけんはっせい!?　

あつまれどうぶつの森 島の生きもの図鑑

ゴミうさぎと考えるごみとリサイクルのこと

ひめさま!じいがかぜをひいたでござる

どうぶつのわかっていること・わかっていないこと

41歳の誕生日、高校時代のバレーボール部の
仲間「ガンプ君」から届いた謎のメール。それ
は、他の部員たちの誕生日にも届いていた。
メールの内容の真偽もガンプ君の消息も不明
のまま、元男子高生たちは再会を果たすが…。

8/25～9/21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10月号

ビーバーくんと家族は、木を倒して、枝で家をつ
くったり、葉っぱや皮を食べたりしています。あ
る日、森の木が少なくなってきていることに気づ
いたビーバーくんは、木を増やすため、小枝を
土に植えてみることに…。

弱気なマル暴刑事・甘糟は、コワモテの上
司・郡原と、麻薬売買の場と噂されるジャズ
クラブに潜入する。惚れ惚れするような歌声
を披露する歌姫・アイの正体はまさかの-!? 
『Webジェイ・ノベル』連載を書籍化。

現役官僚YouTuberとしてメディアにも登場する
著者が最新の農業から、実はスゴい日本の農
作物、日本の農業の未来までを語る。「日本の
食材豆知識」などコラムも掲載。

胸がキュンしたり、何かに感動したり…。日々
の中で心が動いた瞬間とともに疑問に感じた
たくさんの「ふしぎ」とその答えを、選りすぐっ
て収録する。1話1分で読める、親子で楽しめ
る絵本。

日 本 の 文 学 ・ 小 説



ソロキャン! 秋川 滝美 SDGsとトイレ 日本トイレ協会 旅のネコと神社のクスノキ 池澤 夏樹
内憂 上田 秀人 国本 温子 伝達と変容の日本建築史 野村 俊一 トキワ荘青春日記 藤子 不二雄A
罷免家老世直し帖 4 瓜生 颯太 図説西洋建築の歴史 佐藤 達生 消しゴムはんこスペシャルBOOK mizutama
名乗らじ 佐伯 泰英 小曽川 真貴 間取りのレシピ100 小谷 和也 文にあたる 牟田 都子
新・浪人若さま新見左近 11 佐々木 裕一 絵本で学ぶSDGs 絵本でSDGs推進協会 自動車のしくみパーフェクト事典 古川 修 tupera tuperaの手づくりおもちゃ tupera tupera
右大臣実朝 太宰 治 歴史の本棚 加藤 陽子 電子工作が一番わかる 馬場 政勝 色の名前と言葉の辞典888 桜井 輝子
恋文横丁八祥亭 立川 談四楼 チョコレート最強伝説 中村 真也
鯖猫長屋ふしぎ草紙 10 田牧 大和 ジュリア・キャメロン 60歳からの疲れない家事 本間 朝子 侘美 秀俊
誤ちの絆 堂場 瞬一 手作りしたいキッズのへんしん服 ブティック社
出張料理みなづき 十三 湊 『歴史の本棚』 加藤 陽子 描くように刺繡する 西須 久子 スタートブック 弓木 英梨乃
レミは生きている 平野 威馬雄 ドライフラワーデザイン図鑑200 フローリスト編集部
朴念仁 藤井 邦夫 フェルトで作る可憐な野の花 関根 明美 香月 孝史
影忍び 藤井 邦夫 手織りの教科書 彦根 愛 映画と旅する365日 パイインターナショナル

脱白髪染めのはじめかた 伊熊 奈美 「サボる」防災で、生きる 寒川 一
松岡 圭祐 うちで乾杯ほろ酔いつまみ 下条 美緒

トーマの心臓 森博嗣 à table SHIMA vol.02 2022夏号 タサン志麻 主婦の友社
北町奉行所前腰掛け茶屋 4 吉田 雄亮 おいしい絵本レシピ 野口 真紀 今日もお稽古日和 はな
花人始末 3 和田 はつ子 平野レミのオールスターレシピ 平野 レミ はじめてのハングル入門帖 YUKIKAWA

世界時空の歴史大図鑑 マイオレッリ 炊き込みごはん 荒木 典子 推し英語入門 藤代 あゆみ

『トーマの心臓』 森博嗣 しみじみパスタ帖 萬田 康文
大津 透 ハロウィーンの料理帳 ヴァンサン・アミエル

ぼくらの戦争なんだぜ 高橋 源一郎 柿のお菓子づくり 今井 ようこ
永六輔大遺言 さだ まさし 越境する出雲学 岡本 雅享
私のことば体験 松居 直 吉永 麻衣子
海をながめる山歩き 草川 啓三 岡山・倉敷カフェ時間 Word inc. 角田 徳幸
しまずかん こにし けい 遥かなる隠岐 枡田　一男
るるぶ縄文 JTBパブリッシング 『柿のお菓子づくり』 今井 ようこ ヘルンとセツ 田渕 久美子

ラーゲリより愛を込めて 辺見 じゅん
台北野球倶楽部の殺人 唐 嘉邦
流浪地球 劉 慈欣 『ヘルンとセツ』 田渕 久美子

フロリス・ドラットル 丸山 俊一
終わらない週末 ルマーン・アラム すぐわかる・いまできるSDGs 平本 督太郎
われら闇より天を見る クリス・ウィタカー
フォレスト・ダーク ニコール・クラウス 住宅ローンとお金の話 美馬 功之介
図書室の死体 マーティ・ウィンゲイト まちづくり仕組み図鑑 佐藤 将之
かくて彼女はヘレンとなった キャロライン・B.クーニー タイチョー 農家が教えるわくわくマメつくり 農文協
光を灯す男たち エマ・ストーネクス 今日から始める本気の食料備蓄 高荷 智也 日本茶の実践マーケティング 前田 冨佐男

「ヤングケアラー」とは誰か 村上 靖彦 けなげな野菜図鑑 稲垣 栄洋
ティム・メジャー 育てて楽しむ盆栽入門 平尾 成志 クジラ飛行机

井上 明美著 サボテンはすごい! 堀部 貴紀
C.A.ラーマー 屋久島の民俗ガイド 屋久島記録の会 犬の問題行動の教科書 奥田 順之 2023年度版 澤井 清治

忘れたとは言わせない トーヴェ・アルステルダール おしゃれなラッピングレッスン 宮岡 宏会 ハラスメントとメンタルヘルス対策 古見 明子
子供が王様 デルフィーヌ・ド・ヴィガン 加藤 由子
北京の秋 ボリス・ヴィアン
ウクライナ戦争日記 Stand With Ukrain 田鶴 寿弥子
マクロプロスの処方箋 カレル・チャペック かこさとし科学絵本の世界 藤嶋 昭 金魚いろ×かたち謎解き図鑑 大森 義裕

教科書に載らない王道数学 石谷 茂 町田 秀樹
感じる数学 数学みえる化プロジェクト 『けなげな野菜図鑑』 稲垣 栄洋 ふりまわされない!更年期 永田 京子
日本の自然風景ワンダーランド 小泉 武栄 気象病ハンドブック 久手堅 司
富士山測候所のはなし 佐々木 一哉 缶詰ひとつで養生ごはん 久保 奈穂実
恐竜超世界IN JAPAN 植田 和貴
神秘的で美しい石図鑑 須田 布由香 キム・ジョーンズ
きらわれ虫の真実 谷本 雄治 疑問に答える糖尿病外来 清野 弘明

『新シャーロック・ホームズの冒険』 ティム・メジャー

できるゼロからはじめる作曲超入門

働く悩みは「経済学」で答えが見つかる

イラスト解説猫のしぐさ解読手帖

ひとかけらの木片が教えてくれること

パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ

「中古住宅+リノベーション」を賢くお得に買うための

使える!1・2歳児のあそびネタ集　2022

消防レスキュー隊員が教えるだれでもできる防災事典

「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けBOOK

はじめてでも釣れる!ルアーフィッシング

読んでわかる、見て弾ける!アコースティックギター

アイドルについて葛藤しながら考えてみた

手順通りに操作するだけ!Excel基本&時短ワザ

いくつになっても、「ずっとやりたかったこと」をやりなさい。

調べ物に役立つ図書館のデータベース

マーダー・ミステリ・ブッククラブ

écriture新人作家・杉浦李奈の推理 5

フェアリーたちはいかに生まれ愛されたか

新シャーロック・ホームズの冒険

もういちど読みとおす山川新日本史　上・下

最新科学が証明した睡眠にいいことベスト211

たたらの実像をさぐる 山陰の製鉄遺跡

シゴトがはかどるPower Automate Desktopの教科書

ゼロからスタート!澤井清治の社労士1冊目の教科書

健 康 情 報

産 業

郷 土

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

美しい下級生トーマから届いた一通の手紙。そ
れは彼からの遺書だった。そこへトーマに生き
写しの転校生が現れ…。揺れ動く心を捉える生
と死、そして愛。苦悩する少年たちを色鮮やか
に描いた萩尾望都の名作を、森博嗣が小説化。

ビ ジ ネ ス 支 援

ロンドンで初老の男性が服毒死を遂げた翌日、
ムーンと名乗る女性ミステリ作家がホームズを
訪ねてきた。変死した男性は、彼女が次作で被
害者として選んだ人物で、創作ノートに書き留め
た犯行手口をそっくり盗まれたと言い…。

コンポート、ようかん、ショートケーキ、ムース…。
「柿」を使った卵・白砂糖・乳製品なしのナチュラ
ルスイーツ&フランス菓子ベースのエレガントな
お菓子のレシピを紹介。レシピごとに使ってほし
い柿の熟し具合も掲載する。

歴 史 ・ 地 理

研究書、小説、ノンフィクション、エッセイ、写真
集など、日本近現代史の泰斗が、その感性で
すくい上げた名著を紹介。世の中の動きや世
界の情勢に読者の目を向けさせる書評集。『毎
日新聞』『論座』他掲載を書籍化。

総 記 ・ 哲 学

明治23年、ニューヨークから来た作家ラフカ
ディオ・ハーンと、武家の娘として生まれるが、
明治維新により困窮の底に沈んでいたセツ。
2人の奇跡の出会い・共同作業から「怪談」が
生み出される過程をドラマチックに描く。

実が赤すぎて観賞用だったトマト、日本以外で
はただの雑草のゴボウ、なめると本当に痛い
目にあうトウガラシ、メロンのそばにいるとくさる
スイカ…。すました顔で野菜売り場に並べられ
ている野菜たちの、様々な物語を紹介する。


