
ルイの冒険 南部 和也
おいしいおやつをくださいな 大塚 たえこ
スプーンのおうじさま 黒﨑 美穂

きみのこころをつよくするえほん 足立 啓美 ぼうし こみね ゆら
ハコフグのねがい さかなクン

佐藤 優 イガイガ さとう ゆみか
ようかいむらのうきうきクリスマス たかい よしかず

木原 実 いねむりおばあちゃんとぼく 高畠 じゅん子
ペティおばさんの台所 竹中 マユミ

増田 明代 ひみつのもりのいちねん 柴田 晋吾
旅するタネの図鑑 多田 多恵子 おすしがふくをかいにきた 田中 達也

おいしかったおいしかった 岡本 良雄
増崎 英明 ななちゃんのてあらい つがね ちかこ 噓つきなふたり 武田 綾乃

睡眠の大研究 櫻井 武 わくわくどうぶつアパート マリアンヌ・デュブク 過怠 谷村 志穂
トンネルのサバイバル パク ソンイ はばたけ!バンのおにいちゃん とうごう なりさ 春いちばん 玉岡 かおる
地球をまもるってどんなこと? ジョージYハリソン ねことことり たての ひろし シュルレアリスムへの旅 野村 喜和夫 太陽諸島 多和田 葉子
はじめての宇宙旅行ガイド　1 寺薗 淳也 だじゃれむかしむかし 長谷川 義史 五〇人の作家たち 岡山 典弘 機械仕掛けの太陽 知念 実希人
わくわく手芸部　4～6 ミカ うに 吾妻 行雄 1と0と加藤シゲアキ 加藤 シゲアキ 十三夜の焰 月村 了衛
おいしい魚ずかん 上田 勝彦 ふゆのコートをつくりに 石井 睦美 目に見えぬ詩集 谷川 俊太郎 君といた日の続き 辻堂 ゆめ

おばあちゃんスプーン ふくだ じゅんこ 幾千年の声を聞く 青羽 悠 鉄道小説 乗代 雄介
柴田 芳作 あずきがゆばあさんととら ペク ヒナ 川のほとりに立つ者は 寺地 はるな

作って発見!西洋の美術 音 ゆみ子 エルマーのたんじょうび? デビッド・マッキー 青柳 碧人 小さき王たち　第3部 堂場 瞬一
やってみようソフトテニス 池村 清治 びんからだしてごらん デボラ・マルセロ 月の立つ林で 青山 美智子 北条氏康  3 富樫 倫太郎

おもみいたします あさの あつこ 警察医の戒律 直島 翔
汐見 稔幸 新沢 としひこ ULTIMATE EDITION 阿部 和重 特殊清掃人 中山 七里

きょうりゅうかくれんぼ アレックス・ラティマー 絶筆 石原 慎太郎 鬼人幻燈抄  11 中西 モトオ
大門 久美子 光のとこにいてね 一穂 ミチ カラークロウ 中原 裕也

ルルとララのティラミス あんびる やすこ 旅するピアノ 伊藤 正治 越境刑事 中山 七里
むかしむかし　4 内田 麟太郎 この世の喜びよ 井戸川 射子 デルのいた家 野口 すみ子
はりねずみのルーチカ  11 かんの ゆうこ 変な絵 雨穴 老人ホテル 原田 ひ香
黒と白のあいだで 斉藤 洋 老害の人 内館 牧子 怖い物件 藤白 圭
おばけとしょかん　2 斉藤 洋 タクジョ!　みんなのみち 小野寺 史宜 第二開国 藤井 太洋
雨の日が好きな人 佐藤 まどか なんとかしなくちゃ。 青雲編 恩田 陸 青木きららのちょっとした冒険 藤野 可織
はっけよい、子ガッパ! 中山 聖子 京都四条月岡サヨの板前茶屋 柏井 壽 侵略少女 古野 まほろ
たんていベイビー ねじめ 正一 クロノス・ジョウンターの黎明 梶尾 真治 任務 松本 清張
カトリと眠れる石の街 東 曜太郎 イコトラベリング1948- 角野 栄子 さっちゃんは、なぜ死んだのか? 真梨 幸子
願いがかなうふしぎな日記　2 本田 有明 学び合い、発信する技術 林 直亨 サバカンSABAKAN 金沢 知樹 やっかいな食卓 御木本 あかり
ゲゲゲの鬼太郎　2 水木 しげる 「気の持ちよう」の脳科学 毛内 拡 鎌倉残影 朝井 まかて 馬上の星 宮城谷 昌光
なりたいわたし 村上 しいこ 14歳からのSDGs 水野谷 優 清浄島 河崎 秋子 ゆれる階 村松 友視
ぼくたちはまだ出逢っていない 八束 澄子 科学はこのままでいいのかな 中村 桂子 バッド・コップ・スクワッド 木内 一裕
おばけのひみつきち 吉田 純子 苦手から始める作文教室 津村 記久子 潮風メニュー 喜多嶋 隆 明利 英司
アーマのうそ 乱れる海よ 小手鞠 るい 小説作法の殺人 免条 剛
木のうえのおはなし3にんぐみ ジェイムズ・マーシャル 樋口 裕一 カサンドラのティータイム 櫻木 みわ モノガタリは終わらない モノガタリプロジェクト
チャンス ユリ・シュルヴィッツ 満天inサマラファーム 長谷川 まりる 闇の聖域 佐々木 譲

マスク越しのおはよう 山本 悦子 少年探偵には向かない事件 佐藤 友哉 矢樹 純

『なりたいわたし』 村上 しいこ 凛として弓を引く　青雲篇 碧野 圭 ばくうどの悪夢 澤村 伊智 サブスクの子と呼ばれて 山田 悠介
人でなしの恋 江戸川 乱歩 憐憫 島本 理生 それでも世界は回っている　2 吉田 篤弘
ソードアート・オンライン　27 川原 礫 プリテンド・ファーザー 白岩 玄 吹上奇譚　第4話 吉本 ばなな
保健室経由、かねやま本館。　5 松素 めぐり あこがれ 瀬戸内 寂聴 東京彰義伝 吉森 大祐
お母ちゃんの鬼退治 小手鞠 るい 歳時記夢幻舞台24の旅 高樹 のぶ子 栞と噓の季節 米澤 穂信

『凛として弓を引く　青雲篇』 碧野 圭 『'タクジョ!　みんなのみち』 小野寺 史宜 『馬上の星』 宮城谷 昌光

いぬのにっちゃんあきとふゆ あきくさ あい
しんやくんのマラカス 石川 えりこ
みんなみてみて 入村　定子

さよならぼくたちのようちえんほいくえん

小学生から知っておきたいザ・外交　1

かんたん手づくり防災グッズ　1～3

知りたい!行ってみたい!なぞとき絶景図鑑

知らなかった!おなかのなかの赤ちゃん図鑑

キャロル・ライリー・ブリンク

図画工作deたのしい作品づくり モビール

『ようかいむらのうきうきクリスマス』 たかい よしかず

みつけてみよう!みのまわりのマーク・きごうのえほん　1

タイピングにやくだつはじめてのローマ字　3

小論文これだけ!　人文・文化・思想・芸術・歴史 深掘り編

赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。

不知火判事の比類なき被告人質問

海原鮮魚店のお魚ミステリー日和

日 本 の 文 学 ・ 小 説

高間夏子は、女性タクシードライバー。運転手
とお客さん、タクシーの車内で響き合う、一期
一会の心もよう-。人生の機微を紡ぐ名手が、
味わい深い人間ドラマを描く。『アップルブック
ス』配信を加筆修正。

10/27～11/23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。

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12月号

もうすぐクリスマスです。「サンタさん、くるか
な?」 小おにや一つ目こぞう、雪おんなたち
が、みんなでプレゼントのはなしをしていま
す。さてさて、どんなプレゼントがもらえるの
かな?

夜に輝く巨星・馬援と天高く上る日のような劉秀。
乱世のなか、互いを君臣と選びとったふたりは、
新王朝樹立の戦いに挑む。「草原の風」「呉漢」
に続く、後漢建国の物語。『中央公論』連載を単
行本化。

千愛は3年生になってから、なんだかうまくいか
ない。友だちの輪にうまくなじめなくて…。学童
クラブ「くれよん」を舞台に、女の子たちの友情
と悩み、将来へのあこがれを描く、やさしくて
ちょっぴりほろにがい物語。

弓道をはじめて1年。高校2年生になった矢口楓
は、廃部になった弓道部を復活させることに。し
かし、校内に弓道場もなければ、入部希望者も
集まらない。意図せず部長になり不安にかられ
る楓に、次々と難題が降りかかり…。



楽園の烏 阿部 智里 ルーズリーフ手帳の作り方 マルマン 世界の装飾が美しい店 パイインターナショナル 松江日乗 イノハラ カズエ
相棒　season20上 輿水 泰弘 秒で使えるパワポ術 豊間根 青地 間取り図大好き! 間取り図ナイト 山の白兎伝説の謎に迫る 新　誠
勘定侍柳生真剣勝負　6 上田 秀人 すごろく読書術 原 麻衣子 eバイクが欲しい 阪東 幸成 ヒマチの嬢王　１７ 茅原　クレセ
銀座「四宝堂」文房具店 上田 健次 全国「源平」御朱印ガイド 赤とんぼの母 横家 伸一
銀の玉簪 岡本 さとる へんろ道、うどん道 鈴木 弘毅 田沼 和夫
妖怪犯科帳 神楽坂 淳 社会人のための化学工学入門 斎藤 恭一
ひたむきに 小杉 健治 新・日本懐かし自販機大全 魚谷 祐介
無限の玄/風下の朱 古谷田 奈月 私の定番 岡本 敬子
一人二役 佐伯 泰英 サステナブル・ファッション 水野 大二郎 村山 純子
吼えろ道真 澤田 瞳子 9割やめる。ラクに暮らす家事術 宝島社
駅の名は夜明 高田 郁 旬のカレンダー
剣客参上 鳥羽 亮 かぎ針のクリスマスこもの大全集 アップルミンツ
土を喰らう十二カ月 中江 裕司
本所おけら長屋　19 畠山 健二 ベルンド・ケストラー 澤 俊晴
海が見える家 旅立ち はらだ みずき 小鍋仕立ての絶品鍋 小林 まさみ 1冊目に読みたいDXの教科書 荒瀬 光宏
家康の養女満天姫の戦い 江戸想像散歩 冨岡 一成 ご自愛レシピ 野本 弥生
女副署長  3 松嶋 智左 一冊で分かる中国史 李 泉 これ、ホットケーキミックスで? オレンジページ 田中 弦
おんなの花見 宮本 紀子 中世イングランドの日常生活 トニ・マウント 真夜中のお菓子レシピ Soyon 米国会社四季報　2022秋冬号 東洋経済新報社
わが家は祇園の拝み屋さんEX 望月 麻衣 世界のおみやげ図鑑 地球の歩き方編集室 箸置きの世界 串岡 慶子 ビジネス英語の鬼100則 上田 怜奈
大江戸あにまる 山本 幸久

成美堂出版 『小鍋仕立ての絶品鍋』 小林 まさみ 平山 晋

『駅の名は夜明』 高田 郁 伝わる短文のつくり方 OCHABI Institute
原島 広至

石井 栄造

『江戸想像散歩』 冨岡 一成
『伝わる短文のつくり方』 OCHABI Institute

ファーストペンギン 坪内 知佳
山廬の四季 飯田 秀實 世界のすごい駅 地球の歩き方編集室

思い出リゾート 嬉野 雅道 ANA苦闘の1000日 高尾 泰朗
小田嶋隆のコラムの向こう側 小田嶋 隆 切手デザイナーの仕事 間部 香代
高峰秀子ベスト・エッセイ 高峰 秀子 今日拾った言葉たち 武田 砂鉄
イリノイ遠景近景 藤本 和子 ウクライナ戦争の200日 小泉 悠 『切手デザイナーの仕事』 間部 香代
とりあえずお湯わかせ 柚木 麻子 井手 英策
無人島のふたり 山本 文緒 土屋 裕昭

わたしは「ひとり新聞社」 菊池 由貴子 宮武 貴美

『とりあえずお湯わかせ』 柚木 麻子 伊藤ふきげん製作所 伊藤 比呂美
道草を食いながら 石毛 直道 エクスナレッジ

ねこの法律とお金 渋谷 寛

四季を彩る美しいヒンメリ 大岡 真奈
かきもち 名画の中で働く人々 中野 京子 血圧を下げる!1か月献立 島田 和幸

前恐竜時代 土屋 健 はじめまして農民美術 宮村 真一 心不全がわかる本 佐藤 直樹
海辺で写す天然石 柴山 元彦 めでる張り子 アトリエおはよう

文城 余 華 生き物たちよ、なんでそうなった!? 五十嵐 杏南 舞いあがれ!　Part1 桑原 亮子 武田 双雲
平和を愛したスパイ ドナルド・E.ウェストレイク 映画の本棚 佐藤 博
フローリングのお手入れ法 ウィル・ワイルズ リチャード・J.キング はじめての“ぷち”キャンプ 森 風美
カフカのプラハ クラウス・ヴァーゲンバッハ 「死んだふり」で生きのびる 宮竹 貴久 おうち茶道のすすめ 水上 麻由子
野原 ローベルト・ゼーターラー 腰痛改善マニュアル ロビン・マッケンジー なんでもない一日の辞典 山口 謠司 老いはのどからやってくる 宮本 隆治
夜のエレベーター フレデリック・ダール いきもの英単語 清水 建二
京都に咲く一輪の薔薇 ミュリエル・バルベリ 石原 新菜 フランス語聴き取り練習帳 アレクサンドル・グラ 世界文化ライフケア

「源平」御朱印ガイド編集室

60分でわかる!インボイス&消費税超入門

10日で走破!自転車で行く東海道五十三次

『ルーズリーフ手帳の作り方』　マルマン

オトナ女子カラダの不調ゆるめる大百科

今昔地図でたどる京都大路散歩

身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本

クジラの海をゆく探究者たち　上・下

心理的安全性を高めるリーダーの声かけベスト100

生活動作が楽になる機能向上いす体操

社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本

10歳から使ってほしいみんなのお金とサービス大事典

世界一わかりやすい家づくりの教科書　2022-2023

通る起案はここが違う!公務員の文書起案のルールベルンド・ケストラーのポケットドール

ADHDを「才能」に換える生き方

「電気、マジわからん」と思ったときに読む本

マーケティングインタビュー100の法則

お客さんに“習慣化”してもらう!移動販売の運営術

さわってたのしいレリーフブックおかしのどうぶつえん

旬の暮らしをたのしむ会

エ ッ セ イ

健 康 情 報

産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

健 康 長 寿

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

妻の介護に疲れ、妻を連れて死に場所を求め
て旅に出る夫。余命いくばくもない父親に会い
に行く、音信不通だった息子-。鉄道を舞台に、
困難や悲しみに直面する人たちの再生を描く9
つの物語。

キャベツと鮭のみそバター鍋、にらだれ湯豆
腐…。好きな具材や好きな味を選んで鍋ひと
つで手軽に作れ、野菜がたっぷりとれる1～2
人前のおいしい小鍋料理を紹介します。箸休
めにぴったりなおかずも掲載。

法 律 情 報

郷 土

文具メーカーのマルマンがSNSで発信したアイ
デアを元に、ルーズリーフの手帳としての活
用術を提案。スケジュール管理に特化した手
帳からグルメ記録まで8つのケース別に紹介
する。デコレーションアイデアなども収録。

ハ ー ト フ ル

日本の切手をつくる8人のデザイナー。8人の個
性は異なり、デザインのスタイルもそれぞれ違
う。8人8様の想いと仕事を紹介する。切手制作
の流れなどを説明したコラムも掲載。

江戸古地図に入り込んで、縦横無尽に歩き回ろ
う! 「天保改正御江戸大絵図」をもとに、絵画史
料を使って風景を立ち上げ、空想散歩する。「天
保改正御江戸大絵図」の人文社復刻版を閲覧
できるQRコード付き。

歴 史 ・ 地 理

総 記 ・ 哲 学

はじめての育児、コロナ禍。閉じこもる中で
徐々に気が付く、世の中の理不尽や分断-。食
と料理を通して、2018年から2022年を記録し
た、小説家・柚木麻子のエッセイ。『きょうの料
理ビギナーズ』連載他を単行本化。

優れた短文(=コピー)は、一瞬で相手に伝わる
もの。誰に向けて、何を届けるのか。「思い」や
「考え方」のエッセンスを抽出して言葉にする
方法を、広告コピーから学ぼう。「言語化のロ
ジック」をステージ別に解説する。


