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天翔る 村山　由佳 古事記の宇宙（コスモス） 千田　稔

少女は黄昏に住む 山田　彩人 黄禍論と日本人 飯倉　章

ジヴェルニーの食卓 原田　マハ アメリカ黒人の歴史 上杉　忍

ああ父よああ母よ 加賀　乙彦 物語シンガポールの歴史 岩崎　育夫

はだかんぼうたち 江国　香織 平和主義とは何か 松元　雅和

ノックス・マシン 法月　綸太郎 ことばの力学 白井　恭弘

つくもがみ、遊ぼうよ 畠中　恵 まち再生の術語集 延藤　安弘

正義のセ1～3 阿川　佐和子 タックス・ヘイブン 志賀　桜

シュンスケ！ 門井　慶喜 ＷＴＯ 中川　淳司

かんかん橋を渡ったら あさの　あつこ 魔女の契り　上・下 デボラ・ハークネス

五二屋伝蔵（ぐにやでんぞう） 山本　一力 品の月 今井　絵美子

常在戦場 火坂　雅志 料理侍 和田　はつ子

死に金 福沢　徹三 無宿 佐伯　泰英

戊辰繚乱 天野　純希 空ちゃんの幸せな食卓 大沼　紀子

さきちゃんたちの夜 よしもと　ばなな さよなら、手をつなごう 中村　航

工場 小山田　浩子

大迷走 逢坂　剛

私の嫌いな探偵 東川　篤哉 オール・クリア　1 コニー・ウィリス

百年桜 藤原　緋沙子 神は死んだ ロン・カリー・ジュニア

閻魔の世直し 西条　奈加 赤く微笑む春 ヨハン・テオリン

日輪の賦 沢田　瞳子 幻想怪奇短篇集 マルキ・ド・サド

落英 黒川　博行 地下室の記録 ドストエフスキー

蔵盗み 輪渡　颯介

銀行支店長、走る 江上　剛

わたしは妊婦 大森兄弟

幻坂 有栖川　有栖 東京裁判 大岡　優一郎

リボン 小川　糸 不愉快なことには理由がある 橘　玲

天皇（みかど）の刺客 沢田　ふじ子 〈選択〉の神話 ケント・グリーンフィールド

幸村去影 津本　陽 沖縄 吉田　敏浩

色彩を持たない多崎つくると、彼村上　春樹 中国の強国構想 劉　傑

民事判例の読み方・学び方・考え方 升田　純

団塊ロストワールド 永浜　利広

社長は少しバカがいい。 鈴木　喬

えろたま 荻野　アンナ 漂流老人ホームレス社会 森川　すいめい

見上げた空の色 宇江佐　真理 日本列島ハザードマップ 朝日新聞社

来世は女優 林　真理子 災害の経済学 馬奈木　俊介

ナマコのからえばり　7 椎名　誠 巨大津波 ＮＨＫスペシャル取材班

鳥と雲と薬草袋 梨木　香歩 知っていますか？シックスクール 近藤　博一
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社会科学社会科学社会科学社会科学

文庫文庫文庫文庫・・・・新書新書新書新書日本日本日本日本のののの文学文学文学文学・・・・小説小説小説小説

外国外国外国外国のののの小説小説小説小説

エッセイエッセイエッセイエッセイ

あたらしく入った本

3/25～4/25までに入ったおもな本の紹介です。ここに掲載してない本はﾎｰﾑﾍﾟ-ｼﾞからご覧になれます。
　(米子図書館hp「トップメニュー」内の“新着図書”をクリックしてアクセスできます。)
貸出中の本には、図書館カウンター、米子市立図書館ホームページ、携帯電話から予約ができます。
わからない事がありましたら、職員までお尋ねください。



Ｇｏｏｇｌｅの７２時間 林　信行 超快便で即やせる！大根レシピ

国家とインターネット 和田　伸一郎 歩けば歩くほど人は若返る 三浦　雄一郎

図書館が街を創る。 楽園計画 大病院 ジュリー・サラモン

完訳日本奥地紀行 4 イザベラ・バード 長生きしたけりゃ、医者の言いなりになるな 高田　明和

共同研究転向 6 思想の科学研究会 今日から使える漢方薬のてびき 入江　祥史

いま、憲法の魂を選びとる 大江　健三郎 脱原発から、その先へ 今泉　みね子

すべては「先送り」でうまくいく フランク・パートノイ だんぜんおもしろいクルマの歴史 堺　憲一

１０６歳のスキップ 昇地　三郎 プロメテウスの罠 3,4 朝日新聞特別報道部

いつやるか？今でしょ！ 林　修 こうすればできる！地域型風力発電 斉藤　純夫

人生に成功したい人が読む本（ＣＤ付） 斎藤　一人 トコトンやさしい金属加工の本 海野　邦昭

吉田神道の四百年 井上　智勝 香料の科学 長谷川香料株式会社

私の日本古代史　上・下 上田　正昭 シリコンとシリコーンの科学 山谷　正明

人はなぜ人を殺したのか 舟越　美夏 直線縫いなのに驚きの形チュニックとワンピース 渡部　サト

畑田重夫の卒寿の健康力！ 畑田　重夫 デキる男の正解美容 戸賀　敬城

新大久保コリアンタウン韓流ときめきガイド ジェイアクト おいしいね。まずはおだしで。 後藤　加寿子

タニアのドイツ式シンプル料理 門倉　多仁亜

女ひとり韓国ごはん旅 ａｃｈａ

ＤＶはいま 高畠　克子 食べる野草図鑑 岡田　恭子

やさしく作れる本格和菓子 清　真知子

起立性調節障害がよくわかる本 田中　英高

全部見えるスーパービジュアル消化器疾患 山本　雅一 鐘は既に鳴れリ　碧川かたとその時代 上・下 角秋　勝治

どうせ死ぬなら「がん」がいい 中村　仁一 鳥取県謎解き散歩 日置　粂左ヱ門

ママが生きた証 小松　武幸 Ｍｙ　ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｓｃｅｎｅ 北野　正

伯耆ノ国の赤ゲット独語録 野坂  喜美

宇宙はこう考えられている 青野　由利

ＮＯ．６  ｂｅｙｏｎｄ あさの　あつこ 花時間Ｗｅｄｄｉｎｇ  Ｖｏｌｕｍｅ２

バカとテストと召喚獣11 井上　堅二 農家が教えるラクラク草刈り・草取り農文協

医師になるには 小川　明 おいしく育てるはじめての家庭果樹三輪　正幸

物語もっと深読み教室 宮川　健郎 ｎａｔｕｒａｌ盆栽 加藤　文子

力学の発見 高野　義郎 幸せの女神は勇者に味方する 布袋　寅泰

美術館へ行こう 草薙　奈津子 ＡＫＢ４８の戦略！ 秋元　康

日本語の〈書き〉方 森山　卓郎 美の奇神たち 梅原　猛

正太郎名画館 池波　正太郎

ひとりで巻くテーピング 伊藤　マモル

自然と親しむはじめてキャンプ

実験対決　11 ゴムドリｃｏ． 自転車の教科書 堂城　賢

ロボット世界のサバイバル　3 金　政郁 雑談力が上がる話し方 斎藤　孝

４７都道府犬図鑑 比喩表現の世界 中村　明

魔天使マテリアル　15 藤咲　あゆな

竜が呼んだ娘 柏葉　幸子

ほねほねザウルス　6 カバヤ食品株式会社

有松の庄九郎 中川　なをみ まあちゃんのすてきなエプロン たかどの　ほうこ

動物と話せる少女リリアーネ　8 タニヤ・シュテーブナー トラのナガシッポ 富安　陽子

産業産業産業産業・・・・藝術藝術藝術藝術・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・語学語学語学語学

自然科学自然科学自然科学自然科学・・・・技術技術技術技術・・・・家庭家庭家庭家庭

ヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナー

児童児童児童児童

絵本絵本絵本絵本

健康情報健康情報健康情報健康情報のののの本本本本

総記総記総記総記・・・・哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教・・・・歴史歴史歴史歴史

法律情報法律情報法律情報法律情報

郷土郷土郷土郷土のののの本本本本


