
しかくいののじかん パメラ・ポール
ワニくんのはじめてのおでかけ 古内 ヨシ
ナマコのばあちゃん こしだ ミカ

小学生博士の神社図鑑 佐々木 秀斗 きらきらさがし 新井 悦子
津田梅子 高橋 うらら イライラのあらし ルイーズ・グレッグ
12歳からはじめるOh!金の学校 あんびる えつこ
こどもSDGsブック 古沢 広祐 柴田 ケイコ
わたしの心と体を守る本 遠見 才希子 わんぱくだんのバスごっこ ゆきの ゆみこ
友だちのこまったがわかる絵本 WILLこども知育研究所 カピバラがやってきた アルフレド・ソデルギット

なぜ?わかった!天体　1～4 縣 秀彦 ひみつのえんそく かわしま えつこ
考えると楽しい地図 今和泉 隆行 たしますよ 内田 麟太郎
ささやくかぜうずまくかぜ かこ さとし よるのやおやさん 穂高 順也

なにになれちゃう? チョー ヒカル うきよの恋花 周防 柳
ケイティ・デインズ とんかつのぼうけん 塚本 やすし しろがねの葉 千早 茜

もしも深海でくらしたら 山本 省三 わごむまつり つきおか ゆみこ 吉原と外 中島 要
土の大研究 藤井 一至 ねずみさんのパンツ tupera tupera invert　2 相沢 沙呼 鬼女 鳴海 風

からっぽのにくまん まつなが もえ はぐれんぼう 青山 七恵 ストロベリー戦争 南原 詠
三輪 恭嗣 ふっと… 内田 麟太郎 あなたへの挑戦状 阿津川 辰海 小説の小説 似鳥 鶏

ふゆであそぼう 高橋 京子 トンちゃんってそういうネコ MAYA MAXX 烏の緑羽 阿部 智里 仕掛島 東川 篤哉
さすがさがすさ 伊藤 文人 びんにいれてごらん デボラ・マルセロ かんむり 彩瀬 まる ギニー・ファウル 前川 裕
おかあちゃんにきんメダル! いどき えり ぶどうおいしくなーれ 矢野 アケミ 濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川 有栖 いけない 2 道尾 秀介
ニャンの日にまいります! 木内 南緒 どこ? 山形 明美 奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久 探偵と家族 森 晶麿
風雷きんとん 桐生 環 高島太一を殺したい五人 石持 浅海 写楽女 森 明日香
千に染める古の色 久保田 香里 『からっぽのにくまん』 まつなが もえ れんげ出合茶屋 泉 ゆたか 麻阿と豪 諸田 玲子
ウサギのトリン 3 高畠 じゅん子 天下大乱 伊東 潤 ええじゃないか 谷津 矢車
のはらクラブのちいさなおつかい たかどの ほうこ 水底のスピカ 乾 ルカ 自宅怪談 夜馬裕

小説家の一日 井上 荒野 Cafeリテラチュールへようこそ 夢　浮橋
仁科 幸子 付き添うひと 岩井 圭也 薔薇色に染まる頃 吉永 南央

はじめてであう古事記　上・下巻 西田 めい 切腹屋 岩井 三四二
ガリレオの事件簿 2 東野 圭吾 ドラゴンズ・タン 宇佐美 まこと 『薔薇色に染まる頃』 吉永 南央
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 18 廣嶋 玲子 首切り島の一夜 歌野 晶午
どたばたへなちょこ探偵団 藤本 ともひこ たとえば、葡萄 大島 真寿美
まじょのナニーさん 9 藤 真知子 54字の物語Q 氏田 雄介 君のクイズ 小川 哲
こわがり子ネコのほしいもの デビ・ミチコ・フローレンス “正しい”を疑え! 真山 仁 喫茶とまり木で待ち合わせ 沖田 円
イアリーの魔物 3 トーマス・テイラー 津田梅子 高橋 裕子 リバー 奥田 英朗
ひみつの地下図書館 3 アビー・ロングスタッフ 君は君の人生の主役になれ 鳥羽 和久 葵のしずく 奥山 景布子
ふしぎなメリーゴーラウンド リーザ=マリー・ブルーム SDGsは地理で学べ 宇野 仙 潜熱 乙川 優三郎
ブロッケンの森のちっちゃな魔女 アレクサンダー・リースケ なりたい自分との出会い方 岡本 啓史 永遠年軽 温 又柔

我、鉄路を拓かん 梶 よう子 絵本のことば詩のことば 内田 麟太郎
『千に染める古の色』 久保田 香里 浅海 伸夫 ぼくらは、まだ少し期待している 木地 雅映子 つたなさの方へ 那須 耕介

夏日狂想 窪 美澄 湊かなえのことば結び 湊 かなえ
黒井 文太郎 流木記 窪島 誠一郎 歩きながら考える ヤマザキ マリ

爆弾犯と殺人犯の物語 久保 りこ
谷岡 悟一 世界の望む静謐 倉知 淳 『湊かなえのことば結び』 湊 かなえ

未来が変わる勉強法 安田 祐輔 シャドウワーク 佐野 広実
ふしぎなことばことばのふしぎ 池上 嘉彦 あらゆる薔薇のために 潮谷 験
最後のひと葉 オー・ヘンリー クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介

うさぎの町の殺人 周木 律
へんしんロボット あきやま ただし 長月 達平
めがねどろぼう 桂 文我 ノートル=ダム・ド・パリ ヴィクトル・ユゴー 新潮社
キーウの月 ジャンニ・ロダーリ
タコとだいこん 伊佐 久美 『ふしぎなことばことばのふしぎ』 池上 嘉彦 『たとえば、葡萄』 大島 真寿美
かえるのギッタンバッタン こやま じゅんこ シナモンとガンパウダー イーライ・ブラウン
PIHOTEK 荻田 泰永 小さなことばたちの辞書 ピップ・ウィリアムズ
ごろんずっしりさつまいも いわさ ゆうこ 真夜中の密室 ジェフリー・ディーヴァー

アルメット トミー・ウンゲラー 鏡の迷宮 エリック・フアシエ
かずもう もとした いづみ 家の本 アンドレア・バイヤーニ

パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち

「十二国記」30周年記念ガイドブック

高校生のための「歴史総合」入門  1

13歳からのウクライナ戦争150日新聞

ストーリーでつかむ!プロジェクトマネジメントの原則

Re:ゼロから始める異世界生活 31

おなかをすかせたドラゴンとためいきゼリー

めくってはっけん!ちきゅうエコずかん

はじめてのハムスターそだてかたブック

日 本 の 文 学 ・ 小 説

まったく先の見えない状態で会社を辞めた28
歳の美月は、母の親友・市子(56歳)の家に転
がり込む。個性の強い大人に囲まれ、一緒に
過ごすうち、美月は徐々に上を向き…。「今」と
「これから」の物語。

9/22～10/26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

外 国 の 文 学

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11月号

にくまん屋でなかみをつめてもらえなかった、
からっぽのにくまんが、なかみを求めて走り
出す! ピザ屋、和菓子屋、カレー屋に行きま
したが、なかみはつめてもらえません。さい
ごにたどり着いたのは、中華料理屋で…。

1度は売ったものの、手放したことを後悔してい
た帯留が戻ってきたと、旧知のアンティーク
ショップから連絡をもらったお草。早速その店
に向かうが、そこで、顔なじみのバーの雇われ
店長が殺されたという話を聞き…。

平安時代の京の都。人々から「かぐや姫」とよ
ばれていた右大臣の娘・千古は、裳着(成人の
儀式)が近く、外出を禁止されていた。しかし、
「かさねの色目」をきっかけに、自分で着物を染
めてみたくなり外に出て行ってしまい…。

家族、友人、猫、淡路の美味しい食、旅の思い
出など、湊かなえの愛するものや、リスナーと
の温かな交流、小説講座、おすすめの本など
が満載。著者がパーソナリティをつとめたFM大
阪の番組をもとに書籍化。

ふとしたきっかけで、「ことば」はふしぎな姿を
現してくる-。新しい世界を創ることば、「ヤマナ
シ県」と「オワリノ国」、名前をつけることの意
味…。聖書や童謡、俳句など、さまざまな例を
通して、ことばのふしぎを考える。



あ゛ 山口 謠司
漢字の成り立ち図鑑 吉田 裕子
アロハハワイ フラレア

奥小姓裏始末 5 青田 圭一 雑学で日本全史 歴史の謎研究会 世界を変えた建築構造の物語 ロマ・アグラワル ドラマで韓国語 1 イ ミオク
セピア色の回想録 赤川 次郎 一冊でわかる北欧史 村井 誠人 旅する煉瓦 深尾 精一 つながるベトナム語会話 田原 洋樹
宮廷のまじない師  3 顎木 あくみ 遺跡に学ぶ考古学クッキング 海田 芙柚悸 DIYでキャンピングカーを作る ワン・パブリッシング
女房は式神遣い! 2 五十嵐 佳子 アメリカの歴史を知るための65章 富田 虎男 産業用ロボットTheビギニング 西田 麻美 小池 直己
珈琲屋の人々 5 池永 陽 トンチキ鎌倉武士 長谷川 ヨシテル 楽しくなる着付け100のコツ すなお
お江戸縁切り帖 3 泉 ゆたか 地球の歩き方　J00 日本 地球の歩き方編集室 可愛いハンガリー刺しゅう 筒井 はるみ
南町奉行と火消し婆 風野 真知雄 旅は旨くて、時々苦い 山本 高樹 長く使えるこどもニット 日本ヴォーグ社
花嫁のれん 小松 江里子 お風呂自慢の宿　2023 舵社 簿記が基礎からわかる本 清村 英之
田園の憂鬱 佐藤 春夫 日帰り絶景ウォーキング関西周辺 清水 紫織 私らしく、働くということ 主婦の友社
小説すずめの戸締まり 新海 誠 JTBパブリッシング きのこあったら、これつくろ! オレンジページ
味ごよみ、花だより 高田 在子 bon bon cherryハイジ
落葉 高嶋 哲夫 『一冊でわかる北欧史』 村井 誠人 ムラヨシ マサユキ カスハラ対策実務マニュアル 香川 希理
生命の略奪者 知念 実希人 手網でかんたんコーヒー焙煎 岩田 知也 これからの飲食店DXの教科書長屋 大輔

収納上手のインテリア押入れ 成美堂出版編集部 ワンオペ完全マニュアル 柴田書店
天花寺 さやか

神楽坂スパイス・ボックス 長月 天音 ブランディングデザイン パイインターナショナル

雨乞の左右吉捕物話 長谷川 卓
はなごよみ 中島 要 わかる教科書 広瀬 安彦
幕臣の湯屋 藤木 桂
掟破り 冬月 剣太郎
早耳屋お花事件帳 2 松本 匡代
JK 2 松岡 圭祐 樋口 裕一 18歳からはじめる情報法 米丸 恒治
ふたりの道 宮本 紀子
夜明けの舟唄 森 真沙子 池上 彰 堀 招子
迷犬マジック 2 山本 甲士 ダリア 山口 まり 賃貸借のしくみとルール 木島 康雄

川部 紀子 DIYの庭づくり ブティック社
『早耳屋お花事件帳 2』 松本 匡代 ネコの看取りガイド 服部 幸 鳥山 半六

松永 りえ 世界の森からSDGsへ 柴田 晋吾
教養としての着物 上杉 惠理子 江戸のヒット仕掛け人 檜山 良昭 丸山 英男

みんなのデパート 田中 潤 社会保障のトリセツ 山下 慎一
快適ライフ委員会 ご当地お土産品コレクション アルファブックス

山下 敏雅
英和出版社 広告法律相談125問 松尾 剛行

特急マーク図鑑 松原 一己
目が覚める理系の話365 話題の達人倶楽部
空想科学読本 Ⅲ 柳田 理科雄

小林　准士 地図帳の深読み　鉄道編 今尾 恵介 介活入門 牛越 博文
中国・四国の山 岡本 良治 あしたの防災学 神沼 克伊 物語で読む国宝の謎100 かみゆ歴史編集部 発達障害の人が見ている世界 岩瀬 利郎
るるぶ山陽山陰ベスト [2022-2] JTBパブリッシング 谷内こうた 風のゆくえ 谷内 こうた
とっとりＳＤＧｓ 柳谷　由里 白鳥 敬 隙あらば猫 町田 尚子 下園 壮太

世界の植物をめぐる80の物語 ジョナサン・ドローリ 大人かわいい折り紙&雑貨 日本ペーパーアート協会 消えそうで消えないペン 岩田 稔
日本の美しい水族館 銀鏡 つかさ
カモフラージュ スティーブ・パーカー いちむら まさき 『介活入門』 牛越 博文

はたらくiPad 五藤 晴菜 サイレント・アース デイヴ・グールソン 目覚めよ!ぐ～たら筋 廣田 なお
プロ並みに使える写真加工 永樂 雅也 深海魚コレクション 篠原 現人 海釣り仕掛け集　ウキ釣り編 主婦の友社
図書館の日本文化史 高山 正也

薮内 正幸 太田 達
北尾 修一

定本本屋図鑑 本屋図鑑編集部 『あしたの防災学』 神沼 克伊 『隙あらば猫』 町田 尚子
ポップ担当日記 ポプ担
日本語からの哲学 平尾 昌宏
哲学の門前 吉川 浩満 暮らしを彩る実用折り紙 川村 晟
日本の名言100 木村 進
江戸狛犬図鑑 荒 勝俊 脳トレーニング研究会

もしもに役立つ、いつものモノ選び

京都府警あやかし課の事件簿 7

ムラヨシマサユキのスコーンBOOK

シニアのクイズ&都道府県パズル・クイズで楽しく脳トレ

家族が「うつ」になって、不安なときに読む本

動画で手ほどきやさしい茶道のきほん

ウクレレがもっとたのしくなる方法と上達の裏ワザ

どうなってるんだろう?子どもの法律

いつもよりも具体的な本づくりの話を。

スヌーピーで学ぶ覚えておきたい英語表現105

ここが変わった!75歳からの運転免許

発酵調味料でつくるからだにいい発酵スープ

『きのこあったら、これつくろ！』 オレンジページ
SNS担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかり

発信する・共感を呼ぶWeb & SNS時代の

「ハンドメイド」で稼ぎたくなったら読む本

18歳から100歳までの日本の未来を考える17のキーワード

経済のことよくわからないまま社会人になった人へ

世界一の動物画家が描いた家ネコと野生ネコ

「空の科学」が一冊でまるごとわかる

自然災害からあなたの財産を守る最強の火災保険

いちからわかる・使える「契約」Q&A

これ一冊で安心相続の諸手続き 22-23年版

松平治郷（不昧）の治世　松江市ふるさと文庫 31

今すぐはじめられるつみたてNISAとiDeCo

日常でもアウトドアでも使える結び方包み方

健 康 情 報

産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

郷 土
自 然 科 学

社 会 科 学

文 庫 ・ 新 書 技 術 ・ 家 庭

芸 術 ・ ス ポー ツ ・ 語 学

江戸の出来事を文字にして知らせる早耳屋清兵
衛の娘・お花は、日本橋の唐物問屋の手代が辻
斬りにあったことを知る。大工が助けて事なきを
得たというが…。人の想いに寄り添い、秘めたる
悩みも解きほぐす人情瓦版屋父娘の物語。

法 律 情 報

健 康 長 寿マグニチュード6以上の地震、大雨を降らせる
線状降雨帯…。自然災害から身を守るにはど
うしたらいいのか? 地球科学の専門家が、地
震、津波、火山、気象など自然災害について
考えながら、その対策を提示する。

老後は知識で変わる! 介護に対する不安の根
源は“知らない”こと。将来の介護に備えて情報
を集め、手配する「介活」を始めよう。家族が、
自分が、元気なうちに身につけたい介護保険の
使いこなし方をイラストを交えて解説。

歴 史 ・ 地 理

総 記 ・ 哲 学

絵本作家・町田尚子初の本格画集。デビュー
作から最近作までの絵本原画、装画、挿絵、
タブローなど約120点や、描き下ろしミニ絵本、
インタビューを掲載。2022年より開催の展覧
会の図録兼書籍。背表紙なし糸綴じ。

ヴァイキング、カルマル連合、中立政策、北
欧会議…。北欧5カ国の歴史を、イラストや地
図を交えてわかりやすく解説する。コラム「そ
のころ、日本では?」「北欧の偉人」も掲載。

しめじ、しいたけ、まいたけ、エリンギ…。洋食
からサブおかずやスープまで、きのこのおいし
さを堪能できるレシピ78点を紹介する。『オレン
ジページ』『オレンジページCooking』掲載を再
編集。


