
ながーいはなでなにするの? 齋藤 槇

井上 よう子
まるがいいっ 林 木林

藤子・F・不二雄 おせちのみんなあつまって! 真珠 まりこ
日本の歴史 ①～⑳　 小学館 ハルルさんのひでんのカレー すずき もも
ジョン万次郎 小沢 章友 そうなのよ 内田　麟太郎
ディエゴ・マラドーナ 千田 純生 ポレポレゆきのなか たしろ ちさと
国際会議の大事典 鈴木 一人 オムライスッス DJみそしるとMCごはん

みかんくんがね… とよた かずひこ
国崎 信江 歯のひみつ マリオナ・トロサ・システレ

ほん デイビッド・マイルズ 風の値段 堂場 瞬一
さかなクン 南洋のエレアル 中路 啓太

どっちが強い!?A　1 エアーチーム 西村 敏雄 ゴッホの犬と耳とひまわり 長野 まゆみ
サステナブル・プラネット アンナ・クレイボーン ハナミズキ ねっこかなこ ポエトリー・ドッグス 斉藤 倫 そして、よみがえる世界。 西式 豊
じぶんでよめるでんしゃずかん 成美堂出版編集部 へいおまち! 彦坂 有紀 遊びは勉強友だちは先生 藤田 のぼる タスキメシ-五輪- 額賀 澪
ジブリの食卓となりのトトロ スタジオジブリ ぼくんちのおべんとう 志茂田 景樹 友よ 赤神 諒 半月の夜 野沢 直子
未来の食べもの大研究 石川 伸一 コールテンくんのポケット ドン・フリーマン ひとり旅日和 4 秋川 滝美
ひみつのおばけ一家 Ⅱ-2 石崎 洋司 いろってなあに? アリス・プロベンセン PD検察の犬たち 荒木 源 日比野 コレコ
ひみつの犬 岩瀬 成子 よるのあいだに… ポリー・フェイバー ジャクソンひとり 安堂 ホセ ギフテッド 藤野 恵美
ようかいとりものちょう乙 16 大崎 悌造 毒もみのすきな署長さん 宮沢 賢治 まあたらしい一日 いしい しんじ 猿と人間 増田 俊也
家守神 3 おおぎやなぎ ちか ちいさいひなた 山田 美津子 人撃ち稼業 井原 忠政 タングル 真山 仁
きみの鐘が鳴る 尾崎 英子 家康の海 植松 三十里 女の敵には向かない職業 水生 大海
星空としょかんのジュリエット 小手鞠 るい 『ハナミズキ』 ねっこかなこ 骨灰 冲方 丁 みみそぎ 三津田 信三
ナナカラやまものがたり 3 どい かや 黒石 大沢 在昌 耳の叔母 村田 喜代子
四つ子ぐらし 13 ひの ひまり 地羊鬼の孤独 大島 清昭 私のことだま漂流記 山田 詠美
妖怪の子、育てます 2 廣嶋 玲子 犬小屋アットホーム! 大山 淳子 教誨 柚月 裕子
勇気を出して、はじめの一歩 本田 有明 鎌倉駅徒歩8分、空室あり 越智 月子 レゾンデートルの誓い 楪 一志
クイズ研究会チームスリー まはら 三桃 グッドナイト 折原 一 闘え!ミス・パーフェクト 横関 大
わたし、いえた! 深山 さくら 祝宴 温 又柔 感染捜査 2 吉川 英梨
星空の約束 三輪 裕子 カプチーノ・コースト 片瀬 チヲル 首ざむらい 由原 かのん
おばけたまごはチョーきけん! むらい かよ 息をつめて 桂 望実 カラスは言った 渡辺 優
ほしとそらのしたで 矢崎 節夫 見果てぬ王道 川越 宗一
やまだめいたちのえにっき 山田 美津子 たまごクラブ ニャタレー夫人の恋人 菊池 良 『風の値段』 堂場 瞬一
動物探偵ミア 12 ダイアナ・キンプトン 秋雨物語 貴志 祐介
だれもしらない小さな家 エリナー・クライマー 細部 千晴 水 北村 薫
みずうみのおはなし3にんぐみ ジェイムズ・マーシャル チンギス紀 15 北方 謙三
ロザリーのひみつ指令 ティモテ・ド・フォンベル 連鎖 黒川 博行

御家の大事 近衛 龍春
『'おばけたまごはチョーきけん!』 むらい かよ 読解力をきたえる英語名文30 行方 昭夫 秋麗 今野 敏

「覚える」と「わかる」 信原 幸弘 うさぎ玉ほろほろ 西條 奈加
君たちが生き延びるために 天童 荒太 犬を盗む 佐藤 青南
まんがでわかるLIFE SHIFT　2 アンドリュー・スコット ブレイクスルー 柴田 哲孝
15歳の壁 和田 秀樹 ここでは誰もが噓をつく 嶋中 潤 金井 美恵子
トルコから世界を見る 内藤 正典 まるい三角関係 清水 ミチコ
はじめての動物地理学 増田 隆一 斜線堂 有紀 こりずにわるい食べもの 千早 茜
お金に頼らず生きたい君へ 服部 文祥 影と踊る日 神護 かずみ Turn!Turn!Turn! 東山 彰良
化け之島初恋さがし三つ巴 1 石川 宏千花 貸本屋おせん 高瀬 乃一

ゆきのげきじょう 荒井 良二 バンピー いとう みく 芦屋山手お道具迎賓館 高殿 円 三國 万里子
にだんべっど 斉藤 倫 ごはん食べにおいでよ 小手鞠 るい われ去りしとも美は朽ちず 玉岡 かおる たりる生活 群 ようこ
いのちがかえっていくところ 最上 一平
なんなんなん? マック・バーネット 『ごはん食べにおいでよ』 小手鞠 るい 『うさぎ玉ほろほろ』 西條 奈加 『まるい三角関係』 清水 ミチコ
ウマと話すための7つのひみつ 河田 桟
大名花屋 神田 伯山
くろ きくち ちき
ノラネコぐんだんうみのたび 工藤 ノリコ
かげええほん こんどう りょうへい

赤ちゃんと子どもの病気・ケガホームケアBOOK

君の地球が平らになりますように

おまもりえほん　こどもぼうはんルールブック

まんぷくてつどう うまいもんめぐり

ドラえもん科学ワールドspecialみんなのためのデジタル入門

シロかクロか、どちらにしてもトラ柄ではない

ビューティフルからビューティフルへ

アントンせんせいこまったときはおたがいさま

たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典　2023～2024年

さかなクンのギョギョッとサカナ★スター図鑑

編めば編むほどわたしはわたしになっていった

日 本 の 文 学 ・ 小 説

親子三代で営む麴町の「南星屋」には、諸国
銘菓を求めて今日もお客が列をなす。麴町
を大火が襲った夜以来、店に来なくなた渡り
中間を案ずる一家だったが、思わぬところか
ら消息が届き…。

11/24～12/21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5年1月号

果てない波がちゃんと止まりますように-。一青
窈が名曲「ハナミズキ」にこめたほんとうの想
いを、ねっこかなこの絵と、アーサー・ビナード
による英訳で描き出す。

お題はナシ、常にアドリブ、みんなでブレイコー。
清水ミチコが片桐はいり、博多華丸・大吉、高田
文夫、草笛光子ら気の置けない人たちを招いて
繰り広げる、ざっくばらんで愉快な鼎談。

新橋署生活安全課の刑事・天木淳は洋上風
力発電の最新技術データが、業界トップメー
カーから、ライバル社に流出していることを知
る。内偵捜査を始めると、鍵を握る人物が、大
学時代の友人であることがわかり…。

なんじゃもんじゃの木に、たくさんの不気味な
色の実がなった。その中から、チビオニたちが
生まれてきて、大切ななんじゃもんじゃの木を
食べはじめ…!? おばけマンションシリーズ第49
弾。

子 育 て 支 援

あたりには、焼き上がったばかりのパンの香り
が満ち満ちている。パンの香りは、幸せの香り
だ。パンの味は、元気のエッセンスだ-。小手鞠
るいによる料理×SDGsな青春小説。レシピ集も
掲載。



佐々木 常念
花を飾る 増田 由希子

相棒　season20中 輿水 泰弘 戦争の世界史 マイケル・S.ナイバーグ 気候変動と環境危機 グレタ・トゥーンベリ
馬廻役仁義 井原 忠政 風土記博物誌 三浦 佑之 日本の城1055 大野 信長 『CONTACT ART』 原田 マハ
風待ちの四傑 今村 翔吾 ケルトの世界 疋田 隆康 未来の乗り物図鑑 スーツ
恩讐 上田 秀人 ツタンカーメン100年 河江 肖剰 おうちを楽しむマイルーティン toka
変身の牛 風野 真知雄 すばらしい失敗 ニコリ 余った毛糸で何つくる? ブティック社
わるじい慈剣帖 10 風野 真知雄 天路の旅人 沢木 耕太郎 レトロなかぎ針あみ 岡本 啓子
ごんげん長屋つれづれ帖 5 金子 成人 世界の家の窓から 主婦の友社 愛しい小酌 寿木 けい
おいしい給食 3 紙吹 みつ葉 旧街道じてんしゃ旅　其の4 八重洲出版 パセリカレーの立ち話 平松 洋子
六畳間ミステリーアパート 河端 ジュン一 藤井恵さんの更年期ごはん 藤井 恵
ねじり梅 坂井 希久子 ラクうまごはんの教科書 まみ
理不尽なり 坂岡 真 ストウブでフランス家庭料理 上野 万梨子
千両の首 佐々木 裕一 日本全国お雑煮レシピ 粕谷 浩子 古代出雲の中心地・松江 松江歴史館
准教授・高槻彰良の推察 8 澤村 御影 斎藤 幸平 野菜がおいしい手間なしおかず 瀬尾 幸子 カニ宿 舵社
Jミステリー　2022FALL 光文社文庫編集部 危機の地政学 イアン・ブレマー 毎日おにぎり365日 日々おにぎり ゆこ COLOR+PLUS出雲大社 松江 昭文社
私たちは25歳で死んでしまう 砂川 雨路 ボーダー 佐々 涼子 美しいねりきり 桔梗 有香子 宇沢弘文 佐々木 実
銀二貫 高田 郁 満月珈琲店のレシピ帖 桜田 千尋 鳥取駅旅 入江　陽介
うちのにゃんこは妖怪です 4 高橋 由太 三池 輝久 はじめまして、おやつ 若山 曜子 映像で伝える時代へのメッセージ 古川　重樹

深川二幸堂菓子たより 知野 みさき おいしい京都学 加藤 政洋 「ついで掃除」できれいが続く 井上 めぐみ ヒマチの嬢王 18 茅原　クレセ
LAST 内藤 了 世界の麵図鑑 地球の歩き方編集室 旅するインテリア 口尾 麻美

古くて新しい日本の伝統食品 陸田 幸枝 佐々木　満
中島 久枝 『日本全国お雑煮レシピ』 粕谷 浩子

商う狼 永井 紗耶子 『世界の麺図鑑』 地球の歩き方編集室
ぬくもり 宮部 みゆき 他
はらぺこ 朝井 まかて Instagram完全攻略本 木村 麗
影武者 藤井 邦夫 公務員の人前で話す技術 鳥谷 朝代
優莉凛香 松岡 圭祐 経営12カ条 稲盛 和夫
満月珈琲店の星詠み 4 望月 麻衣

小島 孝子
山本 巧次 失敗学見るだけノート 畑村 洋太郎

婚活食堂　8 山口 恵以子 バニラの歴史 ローザ・アブレイユ=ランクル

大失敗から生まれたすごい科学 齋藤 勝裕 『失敗学見るだけノート』 畑村 洋太郎
『ぬくもり』 宮部 みゆき 他 井出 留美

間地 秀三 猫の日本史 渋谷 申博
トコトンやさしい物流の本 鈴木 邦成

山口 悟 農家が教えるイモのビックリ栽培 農文協
作ろう!フライドチキンの骨格標本 志賀 健司 日本はクール!? ベンジャミン・ボアズ
二十四節気の暦使い暮らし 櫻井 大典

『猫の日本史』 渋谷 申博
柳本 真弓

相続と遺言のことならこの1冊 石原 豊昭
ペストの夜　上・下 オルハン・パムク 伊藤 武 教えて南部先生!18歳成人Q&A 南部 義典
惑う星 リチャード・パワーズ どうする?家族のメンタル不調 井上 智介
時ありて イアン・マクドナルド 田方 みき
私と言葉たち アーシュラ・K.ル=グウィン 植木 もも子
いきている山 ナン・シェパード 最近、飲みすぎてるなと思っている人のためお酒の減らし方 平井 義一

成瀬 暢也 はじめての金融リテラシー 奥田 真之
これからのヘルスリテラシー 中山 和弘 土偶美術館 小川 忠博

CONTACT ART 原田 マハ
『二十四節気の暦使い暮らし』 櫻井 大典 やさしいクレパス画 米津 祐介

矢沢 久雄 「好き」を伝える写真の教科書 武井 宏員 ウルトラ図解糖尿病 山田 悟
AI 2041 カイフー・リー 日本の「第九」 矢羽々 崇 脳梗塞の再発を防ぐ 岡田 靖
Me Time 池田 千恵 ポワロと私 デビッド・スーシェ
超ミニマル主義 四角 大輔 池田 陽子
梵字のきほん 橋本 秀範 ルチアーノ・ウェルニッケ 48歳で認知症になった母 吉田 美紀子 

サッカーはなぜ11人対11人で戦うのか?

身近な疑問を解いて身につける必修アルゴリズム

湯島天神坂 お宿如月庵へようこそ　満月の巻

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう 9

身近な素材でつくるかんたん養生酒

イラストで楽しく学ぶ!食中毒の知識

なんとなく疲れる・つらい・痛いを解消する「ツボ」図鑑

小・中・高の計算まるごとおさらいノート
北欧でみつけたサステイナブルな暮らし方

出雲と吉備              　島根県立古代出雲 歴史博物館

写真が語る米子・境港・西伯・日野の１００年

ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた

スキーレベルアップバイブル正しい技術で完全走破!　

Q&Aで簡単!家づくりのお金の話　2023

ノーベル化学賞に輝いた研究のすごいところ

女40歳からの体調を整える秒速「ゆる薬膳。」

自分でパパッと書ける確定申告　令和5年3月15日締切分

親子の「どうしても起きられない」をなくす本

会話でスッキリ電帳法とインボイス制度のきほん

健 康 情 報

産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

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

中国の四川担々麵、タイのパッタイ、イタリアの
ジェノヴェーゼ、スイスのピッツォケリ、アメリカ
のチキンヌードルスープ…。世界各地で食べら
れている多彩な麵料理を旅の雑学とともに紹
介する。データ:2022年10月現在。

法 律 情 報

アートを愛してやまない作家・原田マハが日本
中の美術館を訪ね、各館の至宝の絵画とコン
タクト。ミレー、モネ、東山魁夷など国内にある
名画18点を丹念に解説する。WOWOW制作の
アート番組をもとに大幅に加筆・修正。

動物と人間との交流を描いたアンソロジー。出
奔した女中が可愛がっていた鳩をきっかけに、
事件が解き明かされる「迷い鳩」、新たな店子
が入らぬ長屋のために三毛猫がひと肌脱ぐ
「色男、来たる」など、全5編を収録。

失敗学習、仮想失敗体験、失敗地図の作成…。
失敗の捉え方の見直しから、成長につなげる
「よい失敗」と「悪い失敗」の違い、失敗の分析
と記録の方法まで、失敗から成功を生み出す
思考法を、イラストでわかりやすく紹介する。

歴 史 ・ 地 理

総 記 ・ 哲 学

土器に残る足跡、宇多天皇の愛猫日記、怪
談に登場する恐い猫、神様として祀られた猫
…。愛猫家の日本宗教史研究家が、古代か
ら現代までの猫にまつわるエピソードを紹介
する。猫好きが訪れたい寺社ガイドも収録。

漢方×二十四節気で心も身体も豊かに、健
康に…。二十四節気に沿って、心と身体の状
態、起こりやすい不調、養生ポイント、旬の
食材、行事などを紹介します。
『WANIBOOKOUT』連載を大幅に加筆。

日本一のお雑煮好きが、全国津々浦々、道
行くおばあちゃんに声をかけて、実際に作っ
て、食べた70杯のお雑煮レシピや、背景にあ
る「物語」を紹介。現地でしか食べられないお
雑煮が満載。

郷 土


