
高畠 純
まよなかのゆうえんち マリアキアラ・ディ・ジョルジョ

徳川家康外伝 加来 耕三 あらしとわたし クリスチャン・ハウデッシェル

「多様性」ってどんなこと? 1 こどもくらぶ おさんぽステッチ 100%ORANGE
いちねんせいえほん 高濱 正伸 ほこりはドコからやってくる??? ひるね太郎
ジュニア空想科学読本 25 柳田 理科雄 アグネスさんとわたし ジュリー・フレット
ネズミなんびきでゾウになる? トレイシー・ターナー うさぎぴこん! 松橋 利光

きみだけの夜のともだち セング・ソウン・ラタナヴァン

長谷川 美貴
もも助の、引っ越しだもん 尾坂 昌紀 『すてきないちにち』 かさい まり
1さつまるごと!くすりのひみつ 安部 恵

答えは市役所3階に 辻堂 ゆめ
露久保 美夏 東大に名探偵はいない 市川 憂人

めんはすごい! 柴田書店 浮遊 遠野 遙
作って発見!日本の美術 金子 信久 文豪が愛した文豪 真山 知幸 木挽町のあだ討ち 永井 紗耶子
絵で見て楽しい!はじめての落語 櫻庭 由紀子 古典モノ語り 山本 淳子 牧野富太郎の恋 長尾 剛

覇王の轍 相場 英雄 バスに集う人々 西村 健
山口 充 風を紡ぐ あさの あつこ 異分子の彼女 西澤 保彦

ちくちくことば・ふわふわことば 1 秋山 浩子 巨大おけを絶やすな! 竹内 早希子 大江戸奇巌城 芦辺 拓 蝙蝠か燕か 西村 賢太
怪盗レッド 22 秋木 真 「心のクセ」に気づくには 村山 綾 あかあかや明恵 梓澤 要 間借り鮨まさよ 原 宏一
えんぴつはだまってて あんず ゆき 何食わぬきみたちへ 新 胡桃 数学の女王 伏尾 美紀
時間割男子 10 一ノ瀬 三葉 村山 秀太郎 ケチる貴方 石田 夏穂 香港陥落 松浦 寿輝

航空宇宙エンジニアになるには 小熊 みどり この世の喜びよ 井戸川 射子 希望のカケラ 3 水生 大海
柏葉 幸子 がらんどう 大谷 朝子 よき時を思う 宮本 輝

服部半蔵　上 小前 亮 さとう みき コロナの夜明け 岡田 晴恵 不思議カフェNEKOMIMI 村山 早紀
こえてくる者たち 斉藤 洋 生理の話 池田 亜希子 標本作家 小川 楽喜 固結び 山本 一力
アタックライン 2 中松 まるは 夜叉ケ池 泉 鏡花 川崎警察下流域 香納 諒一
エツコさん 昼田 弥子 保健室には魔女が必要 石川 宏千花 がらんどう 大谷 朝子 『古典モノ語り』 山本 淳子
ふしぎな図書館とやっかいな相棒 廣嶋 玲子 数は無限の名探偵 はやみね かおる コロナの夜明け 岡田 晴恵
戦国姫 藤咲 あゆな 標本作家 小川 楽喜
ふしぎ町のふしぎレストラン 6 三田村 信行 『このミステリーがすごい!』編集部 川崎警察下流域 香納 諒一
マジカルカレンダー　1 吉野 万理子 真珠とダイヤモンド　上・下 桐野 夏生
妖怪コンビニ　2 令丈 ヒロ子 『保健室には魔女が必要』 石川 宏千花 開墾地 グレゴリー・ケズナジャット

子どもお悩み相談会 角田 光代 名探偵のままでいて 小西 マサテル
ガリバーのむすこ マイケル・モーパーゴ 家康の血筋 近衛 龍春

つぎはぐ、さんかく 菰野 江名

『服部半蔵　上』 小前 亮 秋麗 今野 敏 君のいた時間 伊集院 静
審議官 今野 敏 折れない言葉 2 五木 寛之
猫にならって 佐川 光晴 明日も一日きみを見てる 角田 光代
たらしの城 佐々木 功 十字路が見える 1・2 北方 謙三
荒地の家族 佐藤 厚志 迷宮遊覧飛行 山尾 悠子
松雪先生は空を飛んだ　上・下 白石 一文 銀座に住むのはまだ早い 小野寺 史宜

新川 帆立 『銀座に住むのはまだ早い』 小野寺 史宜
グレイスレス 鈴木 涼美

うさぎのさとうくんあさひ 相野谷 由起 藍色ちくちく 高森 美由紀
ホッキョクグマのプック あずみ虫 パレードのシステム 高山 羽根子
リッランとねこ イーヴァル・アロセニウス ラーメンカレー 滝口 悠生
こぶじろう 稲田和子 路墾 千葉 紫寿
いちごハウスのおくりもの 村中 李衣
エリザとさくらのものがたり 小手鞠 るい 『つぎはぐ、さんかく』 菰野 江名
すてきないちにち かさい まり

さんいんキラリ　2022年秋冬号グリーンフィールズ
大塚 健太 寿スピリッツの超絶経営 河越 誠剛

かぼちゃスープのおふろ 柴田 ケイコ 月刊美術　2023年2月号 実業之日本社
わたしがあんであげる せな けいこ 詩集　語りのある風景 花井満

どうぶつどっちからよんでも たぶんぶた

認知症のわたしから、10代のあなたへ

13歳からの図解でなるほど地政学

118種すべてがわかる!元素図鑑

キッチンラボどうしてそうなる　調味料編

小学生でも安心!「海釣り」と「魚料理」きほんBOOK

モンスター・ホテルでうたいましょう

令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法

3分で仰天!大どんでん返しの物語

みてみて!はりねずみのあかちゃん

日 本 の 文 学 ・ 小 説

惣菜と珈琲のお店「△(さんかく)」を営むヒロ
は、晴太、中学3年生の蒼と、きょうだい3人だ
けで暮らしている。ある日、蒼は卒業したら家
を出るといい始めヒロは激しく反発するが、3
人はある複雑な事情を抱えていて…。

1/19～2/22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

郷 土

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3月号

その魔女は、やってくる生徒の悩みを聞き、そ
れを解決する「おまじない」を授ける。ほかの
魔女の「おまじない」が気にいらない場合は、
殴りあいの決闘を申しこみ…。保健室の先生
兼魔女が主人公の6話からなる短編集。

争いの舞台装置「牛車」、言えない言葉を託
した「扇」…。古典文学には人物の感情や場
面を表現する印象的な“モノ”が数多く登場す
る。その“モノ”たちが負っている意味や思い
について考察する。

気弱な主君と高飛車な忍者の最強(!?)タッグ
が誕生。戦国の世の頂点をめざす戦いが、い
ま始まる! のちの天下人・徳川家康と、彼を支
えた忍者・服部半蔵の戦いと成長を描く物語。

ハ ー ト フ ル

東京23区に住んでみたい。と、昔から思ってき
た。家賃5万円弱のワンルームなら、どこに住
めるだろうか? 実際に探して歩いてみた。書き
下ろし短編小説も掲載。『SUUMOタウン』連載
を単行本化。

かやねずみのこどもたちが、町へ家族とお
でかけです。洋服屋さんへ行って、おもちゃ
屋さんへ行って、おいしい食事をして、さあ、
その次は? 絵探しも楽しめる穴あきしかけ
絵本。パノラマページあり。

ＤＶＤ ＊ バリアフリー字幕・音声ガイド対応 ＊

・愛を積むひと ・天国からのエール

・梅切らぬバカ ・若おかみは小学生！

・流浪の月 ・キネマの神様

・東京２０２０オリンピックＳＩＤＥ：A , ＳＩＤＥ:B

マルチメディアデイジー

・多言語電子絵本文庫 ①～③
( 多言語絵本の会ＲＡＩＮＢＯＷ )

手話
・しくみが身につく手話(DVD付) 前川 和美



これは経費で落ちません! 10 青木 祐子 歴史をうがつ眼 松本 清張
獄門待ち 稲葉 稔 中井 均 中谷 昌文
日雇い浪人生活録 14 上田 秀人 笛木 あみ 五感で楽しむ間取りの図鑑 建築家住宅の会
掌侍・大江荇子の宮中事 3 小田 菜摘 中国青銅器入門 山本 堯 JR姿を消した名車両・特急図鑑 松本 典久 飯田 剛弘
京都伏見のあやかし甘味帖 9 柏 てん ヒエログリフを解け エドワード・ドルニック なんとかするアイデア いしかわ かずや
奇譚蒐集家小泉八雲 2 久賀 理世 シンボルから読み解くカナダ マイケル・ドーソン nekosan 20代からの働き方とお金のこと みんなの働き方改革研究会

桜の下で 小杉 健治 若冲が待っていた 辻 惟雄 初心者のための海図教室 吉野 秀男 定年前後のお金の教科書 頼藤 太希
花嫁のれん 2 小松 江里子 徳川家康の人間関係学 童門 冬二 hibi hibi365日の暮らしメモ asako
ホテルクラシカル猫番館　7 小湊 悠貴 『なんとかするアイデア』 いしかわ かずや
湯道 小山 薫堂 石川 結雨子 日本ヴォーグ社
隠し船の館 鈴木 英治 南極の食卓 渡貫 淳子 刺繡の花詩集 中野 美咲
古事記異聞 5 高田 崇史 仕込み5分でフレンチも和食も! 野口 真紀
夢の終幕 堂場 瞬一 『南極の食卓』 渡貫 淳子

森島 土紀子
松岡 圭祐 スーパーのお魚で!港町の漁師飯 ダンノ マリコ

福猫屋 三國 青葉 いちごのお菓子づくり 今井 ようこ

森 晶麿 『いちごのお菓子づくり』 今井 ようこ 大腸がん治療大全 高橋 慶一
初夏の春巻 山口 恵以子

玉谷 実智夫

『福猫屋』 三國 青葉 「普通」ってなんなのかな ジョリー・フレミング

ファブリス・アルグネス
新・図解地政学入門 高橋 洋一
ウクライナ戦争は問いかける 副島 英樹 100歳足腰のつくり方 笹原 健太郎
プリズン・ドクター おおたわ 史絵
入門・日本の経済成長 平口 良司 深掘り野菜づくり読本 白木 己歳

猫はなぜごはんに飽きるのか? 岩崎 永治
いしかわ かずや マザーツリー スザンヌ・シマード

他人の家 ソン ウォンピョン 還暦後の40年 長澤 光太郎 図解よくわかるスマート水産業 三輪 泰史 中里 功
消えたソンタクホテルの支配人 チョン ミョンソプ 全国駄菓子屋探訪 土橋 真
ミダック横町 ナギーブ・マフフーズ 樋口 綾香 椎野 年雅
詩が語るアメリカ 朝比奈 緑 大人の冠婚葬祭マナー新事典 岩下 宣子 図解日本一やさしい年金の正解 横山 光昭
ニードレス通りの果ての家 カトリオナ・ウォード
炎の爪痕 アン・クリーヴス いとをかしき20世紀美術 筧 菜奈子
メアリ・ジキルと怪物淑女たち　1 シオドラ・ゴス 椎野 年雅
女たちの沈黙 パット・バーカー 直感とちがう数学 葉一 mizutama
誰? アルジス・バドリス 星空の図鑑 Will Gater
インヴェンション・オブ・サウンド チャック・パラニューク 地図記号のひみつ 今尾 恵介 村上 春樹
パウル・ツェランと中国の天使 多和田 葉子 世界を変えた100の化石 ポール・D.テイラー ジミー・ペイジ リットーミュージック
ソクチョの冬 エリザ・スア・デュサパン 岩石・鉱物図鑑 クリス・ペラント
シベリアの森のなかで シルヴァン・テッソン ドーキンスが語る飛翔全史 リチャード・ドーキンス 小林 弘幸
なぜではなく、どんなふうに アリアンナ・ファリネッリ ファーブル驚異の博物誌 イヴ・カンブフォール ルアー釣りかんたん入門 主婦の友社

寿命ハック ニクラス・ブレンボー 家で楽しむ大相撲 ホビージャパン相撲部
よくわかる幹細胞治療入門 米井 嘉一 必携茶花ハンドブック 加藤 淡斎 ＣＤ

外国語の遊園地 黒田 龍之助
いいね!ボタンを押す前に 李 美淑 橋本 加名子 面白くて眠れなくなる日本語学 山口 謠司

こどもの大質問編集部 『直感とちがう数学』 葉一 『いとをかしき20世紀美術』 筧 菜奈子
児童書作家の思いつき 杉山 亮
差し出し方の教室 幅 允孝 ＤＶＤ
本屋で待つ 佐藤 友則
まずは小さくはじめてみる 大木 浩士
道はるかなりとも 青山 俊董

チーズ屋マージュのとろける推理

体が整うとっておきのしょうがレシピ

全図解中小企業のためのSDGs導入・実践マニュアル城郭研究家の全国ぶらり城めぐり

écriture新人作家・杉浦李奈の推論　7

地図で見るオセアニアハンドブック

縄文人がなかなか稲作を始めない件

ハワイの穏やかで心通わせる暮らし365日

身につく!「ロボット」&「ドローン」の基礎

対話形式でわかるみんなの相続税超入門

所有者不明土地解消・活用のレシピ

まいにちの通園&通学グッズ123点

糖尿病の名医が「血糖値」よりも大切にしていること　

「ありそうでなかったアイデア」のつくりかた

童話でわかるプロジェクトマネジメント

・ふしあわせという名の猫 

『対話形式でわかるみんなの相続税超入門』

図書館にまいこんだこどもの大質問

GIGAスクール時代の学びのデザイン

老けない体をつくる!たんぱく質の10分おかず

ちょこっと折りでカワイイ!おりがみ手紙総集編

更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち

ゴルフが上達する自律神経72の整え方

・はたらく細胞 ③ ④　　　
・たゆたえども沈まず 
・歌劇ナブッコ       ・歌舞伎の魅力

・桂文我上方落語全集 全5巻
・冷蔵庫より愛をこめて 全3巻
・おばあさんの飛行機 

・残り火      ・まねまねEnglish

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

いちごを堪能するスイーツレシピ集。カップ
ケーキ、大福、マカロン、アイスケーキなど、
卵・白砂糖・乳製品なしのナチュラルスイーツ
と、フランス菓子ベースのエレガントなお菓子
のレシピを紹介する。

法 律 情 報

新 着 Ｃ Ｄ ・ Ｄ Ｖ Ｄ

1クラスに35人いるとき、同じ誕生日の生徒が
1組以上いる確率は? 5種類のお菓子を2種類
ずつ10人に配るとき、その配り方は何通り? 
難しい知識がなくても、答えを知るとあっと驚
く数学の問題24問を収録する。

歴 史 ・ 地 理

すべての仕事はアイデア勝負。人と違うひら
めきが必要とされている。新進気鋭のアイデ
アクリエイターが、アイデア思考の手順と手
法をポイントとともに解説。実例やクイズのよ
うなワークも多数掲載。

総 記 ・ 哲 学

自宅の価値はいくら? うちの山に生えている
木も財産になる? 基礎控除額って? 生前贈与
はしておくべき? 難しくて面倒な「相続税」の
基礎知識、ケース別に想定される課題や行う
べきことを対話形式でわかりやすく解説。

1年分以上の食料をどう発注して、どう使いきる
のか。一切ごみを捨てられない環境でどんな料
理を作るのか。南極調理隊員に挑戦した女性
料理人が、制限された環境だからこそ生まれる
暮らしの工夫や愉しみ方を綴る。

夫を亡くして塞ぎこむお佐和の家に、一匹の
猫が迷い込む。福と名付けたその猫の面倒
を見るうちに心癒され、お佐和は立ち直って
いく。そんなある日、福に「ネズミ捕り」の依
頼が舞い込み…。猫への恩返し商いの物語。

どうしてこれがアートなの!? 一見わかりづら
い現代アートの本当の魅力をマンガとイラス
トで伝える入門書。主要作品と鑑賞法、芸術
家たちの生涯、時代背景と流れを、日本と世
界を縦横無尽に行き来しつつ紹介する。

・しくみが身につく手話(DVD付) 前川 和美

健 康 長 寿


