
だっこむぎゅー いりやま さとし
ねずみくんだーれだ? なかえ よしを
アナトールとねこ イブ・タイタス

絵で旅する国境 クドル ものわすれ川の大なまず 関沢 紀
そらのゆうびんやさん くまくら 珠美

亀田 龍吉 すきなものがちがうけど リンダ・アシュマン
パンダのずかん roko みてみて!ライオンのあかちゃん 大塚 健太
びょうきのよぼう 森戸 やすみ 木になろう! マリア・ジャンフェラーリ
大きな大きな大きな足あと ロブ・シアーズ パライパンマンマ イ ジウン
テーマパークのサバイバル ポドアルチング ラッキーカレー シゲタ サヤカ
やってみようバレーボール 大山 加奈 ぐいーん!こうしょさぎょうしゃ 竹下 文子
かがみのなかのボクとぼく あんず ゆき ニットやさんのムームー タカハシ カオリ
それで、いい! 礒 みゆき ひ・る・ご・は・ん! 武田 美穂 罪の境界 薬丸 岳
世界一クラブ 16 大空 なつき げんきになったよこりすのリッキ 竹下 文子 中庭のオレンジ 吉田 篤弘
やくやもしおの百人一首 久保田 香里 おもいででいっぱいになったら はしもと みお
うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠 るい せかいでいちばんおおきなネコ 風木 一人 名探偵の生まれる夜 青柳 碧人 『一睡の夢』 伊東 潤
いちねんじゅうおばけずかん 斉藤 洋 月の立つ林で 青山 美智子
カステラアパートのざらめさん 島村 木綿子 ルー・フレイザー 植物少女 朝比奈 秋

南海ちゃんの新しいお仕事 新井 素子
トロル マーカス・フィスター 一睡の夢 伊東 潤

わたしはどこでしょう? 藤川 智子 キッチンが呼んでる! 稲田 俊輔
原 ゆたか たびする木馬 牡丹 靖佳 継ぐ者 上田 秀人

うさぎとハリネズミ きっとあえる はら まさかず きつねのトッドのおはなし ビアトリクス・ポター 殲滅特区の静寂 大倉 崇裕
あやし、おそろし、天獄園 廣嶋 玲子 点 ジャンカルロ・マクリ ワンダーランド急行 荻原 浩
わたしたちの歌をうたって 堀 直子 いつつごうさぎとゆきのもり まつお りかこ 本好きの下剋上　第5部[10] 香月 美夜 じゃむパンの日 赤染 晶子
ちいさなトガリネズミ みやこし あきこ のりもののーせてのせて 三浦 太郎 江戸一新 門井 慶喜 人生の滋味 池波 正太郎
奉還町ラプソディ 村中 李衣 よるにおばけと みなはむ

かたづけできた 北川 真理子 神永 学 me and you
村松 由紀子 おばけのしかえし 内田 麟太郎 戦国十二刻 木下 昌輝 いらねえけどありがとう 村井 理子

森のポストをあけてごらん 山中 真理子 きょうりゅうバスでがっこうへ リウ スーユエン 書楼弔堂 待宵 京極 夏彦 生きる意味 姜 尚中

山口 タオ 『だっこむぎゅー』 いりやま さとし 窪 美澄 岸本 葉子
2番めにすき 吉野 万理子 兜町の男 黒木 亮 おつかれ、今日の私。 ジェーン・スー
清少納言と枕草子 川村 裕子 彼女のことを知っている 黒川 創 暮らしっく 高橋 久美子
ダーウィンのドラゴン リンゼイ・ガルビン どうする家康 1 古沢 良太 女のイイ顔 田辺 聖子

樹林の罠 佐々木 譲 笑犬楼vs.偽伯爵 筒井 康隆
ジェフ・キニー 踏切の幽霊 高野 和明 東京あたふた族 益田 ミリ

ア・テイル・オブ・マジック　3 クリス・コルファー 残照 田中 芳樹
ミオととなりのマーメイド　12 ミランダ・ジョーンズ 遅刻する食パン少女 田丸 雅智 『じゃむパンの日』 赤染 晶子
ティーパーティで大事件! L.M.モンゴメリ 妖変未来記 東郷 隆
ひみつの地下図書館　4 アビー・ロングスタッフ クラックアウト 長沢 樹
箱舟に8時集合! ウルリヒ・フーブ 齋藤 孝 祝祭のハングマン 中山 七里
吹雪の中の列車 マト・ロヴラック 森鷗外、自分を探す 出口 智之 世はすべて美しい織物 成田 名璃子

オタクを武器に生きていく 吉田 尚記 名探偵外来 似鳥 鶏
『カステラアパートのざらめさん』 島村 木綿子 13歳からのニューズウィーク 栗下 直也 食われる国 萩 耿介

指と耳で見る、目と手で聞く 金治 直美 わたしのアグアをさがして 深沢 潮
いちばん大切な食べものの話 小泉 武夫 妖の絆 誉田 哲也
手で見るぼくの世界は 樫崎 茜 最後のひと 松井 久子 三体0 劉 慈欣

ある愛の寓話 村山 由佳 一日三秋 劉 震雲
桃戸 ハル 今日はいい天気ですね。 群 ようこ わたしのペンは鳥の翼 古屋 美登里

ルーシー・ボストン 田中 美保子
『13歳からのニューズウィーク』 栗下 直 『書楼弔堂 待宵』 京極 夏彦 グリーン・ロード アン・エンライト

ノーマル・ピープル サリー・ルーニー
おうちすいえいたいかい 二宮 由紀子 青いパステル画の男 アントワーヌ・ローラン
あべ弘士のシートン動物記 5 あべ 弘士 跳ね返りとトラウマ カミーユ・エマニュエル
せかいいちのモンスター 新井 洋行
ねことワルツを フジコ・ヘミング カレル・チャペック

生き物が教えてくれる季節のおとずれ　春

ちいさなちいさなヤクのガーティ

にじいろのさかなとおはなしさん

グレッグのダメ日記 なんだって、やってやる!

願いがかなう自動はんばいき のらねこライセンス

二人と一匹の本格捜査ミステリー　1

おしりダンディ ザ・ヤング　きょうりゅうのしま

5分後に意外な結末ex　亜麻色の糸で紡がれた物語

かいけつゾロリきょうりゅうママをすくえ!

カレル・チャペックの見たイギリス

わたしとあなた　小さな光のための対話集

タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース

齋藤孝先生が選ぶ高校生からの読書大全

心霊探偵八雲INITIAL FILE幽霊の定理

わたしの心を強くする「ひとり時間」のつくり方

日 本 の 文 学 ・ 小 説

扠、本日はどのようなご本をご所望でしょう-。
日露戦争の足音が聞こえる明治30年代後半。
古今東西の書物が集う書舗に迷える者達が
訪れる。書楼弔堂シリーズ第3弾。『小説すば
る』掲載を単行本化。

12/22～1/18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5年2月号

「大坂の陣」の数年前。いまだ盤石でない徳川
幕府を案じる家康。一方、豊臣家の威信凋落を
肌身で感じる淀殿は、焦燥感を募らせていた。
2人は雌雄を決する最期の戦いに活路を開こう
とするが…。『小説幻冬』連載に加筆修正。

拾った猫を飼うために4年生のこのみが引っ
こした先は、カステラのような見た目のア
パート。そこの大家さんは、水の生き物と仲
良しな、ちょっと変わったおばあさん。このみ
は、大家さんのひみつを探りますが…。

ねこのあかちゃんが「みゃーみゃーみゃー、
だっこして!」といっています。ねこのおかあ
さんは「こっちにおいで」といって、だっこむ
ぎゅー。ふわふわふわ、うれしいね。親子の
心がぴったりと寄り添い、笑顔になる絵本。

社会のしくみっておもしろい! 経済から環境問題
まで、これからの時代を生き抜いていくために考
えてほしい時事問題のテーマを20取り上げて、
ストーリー形式で解説する。

時を超えて。生まれ育った京都へのおもい。こ
ぼれだす笑いー。芥川賞作家で、2017年に早
逝した著者によるエッセイ集。表題作をはじめ、
「知ってるねん」など全55篇を収録。岸本佐知
子との「交換日記」も併録。



白い闇の獣 伊岡 瞬 和室礼讃 松村 秀一
相棒　season20下 輿水 泰弘ほか 安部 龍太郎 嶋田 亮
玉の輿猫 泉 ゆたか 戦国大名と家臣団の絵事典 小和田 哲男 安田 克彦 決まるプレゼン・会議の組み立て 後藤 洋平
陰戦 上田 秀人 世代の昭和史 保阪 正康 日本酒こだわり基礎講座 交通新聞社 よくわかる消費税インボイス制度 菊谷 正人
罷免家老世直し帖　5 瓜生 颯太 古代エジプトの日常生活 ドナルド・P.ライアン 暮らしが豊かになる日用品 宝島社
根深汁 岡本 さとる 日本の家紋とデザイン 濱田 信義著 スタイとこもの 朝日新聞出版 加藤 高裕
みつばの郵便屋さん 8 小野寺 史宜 実例からわかる特許化の要点 川北 喜十郎

デメット・ギュゼイ ブティック社
皆藤 黒助 ええかげん論 土井 善晴 伊東 悠太郎

荒ぶるや 佐伯 泰英 地球の歩き方編集室 はじめての、やさしいお菓子 長田 佳子 ひとり広報の戦略書 小野 茜
花と舞と 一人静 篠 綾子 日本周遊奇談 井上 圓了 本当は素朴なフランスのおやつ 若山 曜子

小さな旅のフォト・スケッチ 丹野 清志 勝手に片付く部屋作り samia 芝田 弘美
高殿 円 観光業DX 廣川 州伸

貸し物屋お庸謎解き帖 2 平谷 美樹 井田 仁康 美濃羽 まゆみ
公方天誅 藤 水名子 『決まるプレゼン・会議の組み立て』 後藤 洋平
冬の霧 藤原 緋沙子 『はじめての、やさしいお菓子』 長田 佳子
介錯人 藤井 邦夫

彩図社文芸部 村山 秀太郎
探偵の探偵 桐嶋颯太の鍵 松岡 圭祐 日本に住んでる世界のひと 金井 真紀
入舟長屋のおみわ 5 山本 巧次 聞く技術聞いてもらう技術 東畑 開人
スパイシーな鯛 山口 恵以子 子どものことを子どもにきく 杉山 亮
北町奉行所前腰掛け茶屋 5 吉田 雄亮 名画のティータイム Cha Tea紅茶教室

きもちを贈る 杉浦 さやか オタク六法 小林 航太

『スパイシーな鯛』 山口 恵以子 ふくもの暦 本間 美加子 振り返れば未来 山下 惣一 Q&A確定申告 中島 孝一
まんがでわかる畑の虫 木村 裕 超得!ふるさと納税 藤原 久敏

『きもちを贈る』 杉浦 さやか 小さな庭のスタイルブック
古屋 明美

町野 由布子 家づくり究極ガイド　2023 エクスナレッジ
メダカと暮らす コスミック出版 定年後夫婦のリアル 大江 英樹

使い切れない農地活用読本 農山漁村文化協会

眩　上・下 朝井 まかて 日々臆測 ヨシタケ シンスケ
夢幻花　上・下 東野 圭吾 まいにちゆるふで ふでこ 親不孝介護 山中 浩之

木々と見る夢 菅原 貴徳 認知症といわれたら 繁田 雅弘
佐々木 淳 ラトビアのミトン200 LIEPA

手づくり二十四節気 平野 恵理子 かんたんおりがみ百科 主婦の友社 腎臓病レシピ290 山縣 邦弘
記紀神話の復元 田中 文也 ふしぎで美しい水の図鑑 武田 康男 ミニマルスタイルの革小物 土平 恭栄 1日1杯血液のおそうじスープ 栗原 毅

新種発見! 馬場 友希 コンサートパーカッションの世界 バンドジャーナル
株式会社メリット タコのはなし 池田 譲 「俳優」の肩ごしに 山崎 努

ますますつぶやき養生 櫻井 大典 江戸の暮らしと落語ことはじめ 三遊亭 兼好
自分で押せるツボ 柳本 真弓 ノドトレ 西尾 正輝

藤原 邦恭 テレビを捨てて健康長寿 和田 秀樹
ワークマン式エクセル 土屋 哲雄 クラウディア・カルブ <メンタルモンスター>になる。 長友 佑都 70歳からの椅子筋トレ 枝光 聖人
ICTでSDGsを具現化する 藤田 義嗣 ハンモックハイキング 二宮 勇太郎 脳活性あやとり 有木 昭久
まちよみ・またよみ 内田 早苗 加藤 俊徳 にぎやかなロシア語メモ 黒田 龍之助 四季を感じる毎朝音読 寺田 理恵子
書籍修繕という仕事 ジェヨン
ときは、ながれない 八木沢 敬 『自分で押せるツボ』 柳本 真弓 『木々と見る夢』 菅原 貴徳 『四季を感じる毎朝音読』 寺田 理恵子
つながりの哲学的思考 米山 優
しゃべるからだ トルステン・ハーフェナー
テレフォン人生相談 加藤 諦三
世界の宗教大図鑑 ジョン・ボウカー
開運の絶景神社 島田 裕巳

マンガでわかる休職サバイバル術

いつか旅してみたい世界の美しい古都

もの忘れしなくなる!脳の使い方事典

あやかし民宿の愉怪なおもてなし

上流階級 富久丸百貨店外商部 其の4

鳥取・島根のリーディング企業２０２３　(Ｌａｚｕｄａ別冊)

文豪たちが書いた酒の名作短編集 地政学で読みとく「これからの世界」

家康はなぜ乱世の覇者となれたのか 本気で取り組むSDGs経営スタートガイド

地図でスッと頭に入る中南米&北アメリカ36の国と地域 子どもの「好き」から始まる心地よい暮らし

筑波大学附属病院が教える毎日おいしい

これから始めるiDeCoスタートブック

今日からはじめる農家の事業承継

3ステップでできる!世界で一番やさしいマジック

the Farm UNIVERSAL CHIBA

世界が面白くなる!身の回りの数学

不安なモンロー、捨てられないウォーホル

冒険・探検・歩く旅の食事の歴史物語

1日1テーマ読むだけで身につくホームページ集客大全100

福を呼び込むちりめんうさぎの飾りもの

はじめての溶接作業　スキルアップ編

1日3分!おうちで出来るニャンズケア&マッサージ

健 康 情 報

産 業

ビ ジ ネ ス 支 援

総 記 ・ 哲 学

自 然 科 学

社 会 科 学

文 庫 ・ 新 書 技 術 ・ 家 庭

芸 術 ・ ス ポー ツ ・ 語 学

新小岩駅南口、商店街の路地裏にある居酒屋・
米屋。ここには、甘酸っぱい初恋やピリ辛の下
積み時代、ほろ苦い噓や挫折などにそっと寄り
添い、背中を押してくれる美味しい料理とお酒が
ある。ちょっと不思議で温かい居酒屋物語。

米粉のパンケーキ、クラシックプリン、ガトー
ショコラ…。気軽に取り組みやすいものから、
ひと手間かけて仕上げたい一品まで、幅広い
お菓子のレシピを、優しいイラストとともに紹
介します。『天然生活』連載を書籍化。

法 律 情 報

郷 土

まばゆい光に包まれるコアジサシ、岬から海
原へと滑り出るヒヨドリ、新緑の林に彩りを添
えるキビタキ、編隊を組んで飛ぶベヅル、振
り払った水滴が弧を描くユリカモメ…。鳥たち
の素顔の魅力がいっぱいの写真集。

健 康 長 寿

疲れをやわらげるツボ、体の不調に効くツボ、心
の不調に効くツボ、痛みに効くツボ、女性特有の
悩みに効くツボを、写真とスケルトンイラストでわ
かりやすく解説。マッサージやストレッチを取り入
れたツボルーティーンも収録。

毎朝の名作音読で、脳も心も若くなる! 著者
がすすめたいものや、音読したら気持ちよい
もの、教養として身につけたいもので季節感
のある作品を選び収録。作品についてのコメ
ントも掲載する。

歴 史 ・ 地 理

プレゼンが成功するとは、どういうことか。ま
た、成功させるためには、どんな心構えで、
どのように会議を運営するとよいか。確かな
意思決定を導くための「順序正しく考える方
法」について考える。

大 活 字

じぶんで包んでお手製カードを添えれば、ちょっ
としたプレゼントも“特別な贈りもの”に早変わり! 
イラストレーター・杉浦さやかが、誕生日やおす
そわけなどに使えるカード作りとラッピングのアイ
デアを紹介。型紙も掲載。


