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天使の柩 村山 由佳 怪談の道 内田 康夫

我に秘薬あり 山崎 光夫 冤罪死刑 緒川 怜

いつの日も泉は湧いている 盛田 隆二 謎　008 辻村 深月

あなたの人生、片づけます 垣谷 美雨 悪と仮面のルール 中村 文則

大江戸ドクター 和田 はつ子 嶽神伝 無坂　上下 長谷川 卓

はなとゆめ 冲方 丁 十津川警部 君は、あのSLを見たか 西村 京太郎

ひこばえに咲く 玉岡 かおる 烏丸ルヴォワール 円居 挽

悪医 久坂部 羊 師走うさぎ 和田 はつ子

ジャーニー・ボーイ 高橋 克彦 龍眼 佐々木 裕一

Deluxe Edition 阿部 和重 春雷抄 辻堂 魁

大江戸恐龍伝　第2巻 夢枕 獏 勝小吉事件帖 風野 真知雄

グリード　上 真山 仁 十番勝負 岡本 さとる

騙し絵 犬飼 六岐 別れるものか! 八柳 誠

大江戸恐龍伝　第1巻 夢枕 獏 エネルギーを選びなおす 小澤 祥司

誰に見しょとて 菅 浩江

八重の桜　4 山本 むつみ

潮鳴り 葉室 麟 あなたの起業応援します 成功80の考え方 小林 宏至

世界泥棒 桜井 晴也 1万円起業 クリス・ギレボー

江戸湾封鎖 熊谷 敬太郎 「君に任せよう」と思われるビジネスマナー ストラテジックマナー協会

士道残照 藤本 ひとみ コミュニティパワー 田代 政貴

貴族探偵対女探偵 麻耶 雄嵩 ビジトーーク! 山崎 将志

面接の質問「でた順」50　2015年度版 渡辺 茂晃

工場改善の仕組みづくり発想法 西谷 和夫

そうだ、やっぱり愛なんだ 柴門 ふみ

ためない心の整理術 岸本 葉子

髭のそり残し 芦田 淳 太陽を抱く月　上下 チョン ウングォル

人生のずる休み 北 杜夫 愛の渇き アンナ・カヴァン

夏目さんちの黒いネコ 関川 夏央 ハヤブサが守る家 ランサム・リグズ

日本人へ　危機からの脱出篇 塩野 七生 竜との舞踏　2 ジョージ・R.R.マーティン

ひとりの体で　上下 ジョン・アーヴィング

星の王子さまのメモワール ジャン=ピエール・ゲノ

政治の起源　上 フランシス・フクヤマ モンテ・クリスト伯　5 アレクサンドル・デュマ

中・韓「反日ロビー」の実像 古森 義久

私は負けない 村木 厚子

桐谷さんの株主優待ライフ 桐谷 広人 糖尿病いま注目の最新療法 清野 裕
保険会社が知られたくない生保の話 後田 亨 100歳まで歩ける脚づくり 林 泰史

日本人はなぜ存在するか 與那覇 潤 生きている喜び 神保 タミ子

首都大地震揺れやすさマップ 目黒 公郎 私お先にゆきますわ 武元 弘文

　　　　

 米子市立図書館

社会科学社会科学社会科学社会科学

文庫・新書文庫・新書文庫・新書文庫・新書

ビジネスコーナーの本ビジネスコーナーの本ビジネスコーナーの本ビジネスコーナーの本

日本の文学・小説日本の文学・小説日本の文学・小説日本の文学・小説

外国の小説外国の小説外国の小説外国の小説

エッセイエッセイエッセイエッセイ

健康情報の本健康情報の本健康情報の本健康情報の本

あたらしく
入った本

平成25年 12月号 10/25～11/25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。)



高校図書館 成田 康子 空想科学読本　14 柳田 理科雄

伊藤まさこの雑食よみ 伊藤 まさこ ノーベル賞でたどる物理の歴史 小山 慶太

辞書の仕事 増井 元 ジオパークを楽しむ本 全国地質調査業協会連合会

パラレルな知性 鷲田 清一 万葉歌とめぐる野歩き植物ガイ　秋～冬 山田 隆彦

クマのプーさんの哲学 ジョン・T.ウィリアムズ きのこ検定公式テキスト ホクトきのこ総合研究所

しぶとく自分を生き抜く! 小宮 一慶 素顔の山中伸弥 毎日新聞科学環境部

「福音書」解読 溝田 悟士 サルの小指はなぜヒトより長いのか 石浦 章一

世界の歴史を変えた日1001 ピーター・ファータド めまいを自分で治す10分体操 新井 基洋

昭和 木村 伊兵衛 懐かしくて新しい昭和レトロ家電 増田 健一

東京空襲下の生活日録 早乙女 勝元 LINEのトリセツ。 LINE活用研究会

冷泉家八〇〇年の「守る力」 冷泉 貴実子 主婦が幸せになる53の方法 若松 美穂

坂本龍馬と京都 佐々木 克 今日のスープと煮込み 家の光協会

カテリーナの旅支度 内田 洋子 笹島寿美の一人でできる着付け入門 笹島 寿美

かぎ針で編む北欧のニット大好きこもの

4歳からはじめる愛犬の健康生活習慣 三浦 裕子

米国の研究者が書いたTPPがよくわかる本 ジェフリー・J.ショット 島根の大地みどころガイド 島根地質百選編集委員会

JR九州のひみつ PHP研究所 しまね酒楽探訪 石原　美和

東京ディズニーランド&シー裏　2014年版 TDL&TDS裏技調査隊 植田正治のつくりかた 植田 正治

東洋の至宝を世界に売った美術商 朽木 ゆり子 1300℃の歓喜 丸山 茂樹

心をこめて書の年賀状 三上 栖蘭 神社紀行セレクション　vol.5 薗田 稔

センチメンタルの青い旗 池田 修三

流星ひとつ 沢木 耕太郎

楽天イーグルス優勝への3251日 山村 宏樹 HAPPY♥育児生活ガイドBOOK 山中 龍宏

はじめて学ぶ茶の湯 堀内 宗心

布石で勝つ方法 小林 覚

困ったときのベタ辞典 アコナイトレコード 「流域地図」の作り方 岸 由二

「漢検事件」の真実 野田 峯雄 動物を守りたい君へ 高槻 成紀

人権は国境を越えて 伊藤 和子

絵本作家になるには 小野 明

平和を考える戦争遺物　2 絶望 ナボコフ

極限世界の生き物図鑑 長沼 毅 キノの旅　17 時雨沢 恵一

つくって楽しい!世界のスイー　3 宮沢 うらら

小さないのち 今西 乃子

鷹匠は女子高生! 佐和 みずえ まどをトントントン いわもと かずひろ

おやすみ前のお話366話　第1巻～4巻 尾木 直樹 ナースになりたいクレメンタイン サイモン・ジェームズ

つるばら村の魔法のパン 茂市 久美子 まじょのウィニー ヴァレリー・トーマス

子どもに語る日本の神話 三浦 佑之 まじょのウィニーおたんじょうびおめでとう ヴァレリー・トーマス

神様しか知らない秘密 小林 深雪 クリスマスをみにいったヤシの木 マチュー・シルヴァンデール

がむしゃら落語 赤羽 じゅんこ サンタさんのトナカイ ジャン・ブレット

花びら姫とねこ魔女 朽木 祥 黄いろのトマト 宮沢 賢治

のねずみポップはお天気はかせ 仁科 幸子 しろうさぎとりんごの木 石井 睦美

小学校の秘密の通路 岡田 淳 ちかちかぴかり ジョアン B.グレアム

ゆうかんな女の子ラモーナ ベバリイ・クリアリー へんなどうぶつえん 筒井 敬介

たのしいこびと村 エーリッヒ・ハイネマン だるまちゃん・りんごんちゃん かこ さとし

産業・藝術・スポーツ・語学産業・藝術・スポーツ・語学産業・藝術・スポーツ・語学産業・藝術・スポーツ・語学

自然科学・技術・家庭自然科学・技術・家庭自然科学・技術・家庭自然科学・技術・家庭

ヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルト

児童児童児童児童

絵本絵本絵本絵本

総記・哲学・宗教・歴史総記・哲学・宗教・歴史総記・哲学・宗教・歴史総記・哲学・宗教・歴史

郷土の本郷土の本郷土の本郷土の本
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