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異形の維新史 野口 武彦 黄泉の女 佐々木 裕一

長州シックス 荒山 徹 秘密にしてたもれ 沖田 正午

怪談を書く怪談 加門 七海 春愁姫 高橋 和島

アズミ・ハルコは行方不明 山内 マリコ 公事宿裏始末　2 氷月 葵

大江戸恐龍伝　第4巻 夢枕 獏 疾風ロンド 東野 圭吾

渡良瀬 佐伯 一麦 忘れ扇 今井 絵美子

ジョン・マン　[4] 山本 一力 東海道新幹線運転席へようこそ にわ あつし

お父さんと伊藤さん 中澤 日菜子 木戸の情け裁き 喜安 幸夫

彼が通る不思議なコースを私も 白石 一文 ヘイト・スピーチとは何か 師岡 康子

陰陽師　蒼猴ノ巻 夢枕 獏 性と法律 角田 由紀子

その峰の彼方 笹本 稜平 中学受験 横田 増生

名無しの蝶は、まだ酔わない 森 晶麿 植民地朝鮮と日本 趙 景達

雪月花黙示録 恩田 陸 イギリス史10講 近藤 和彦

GOSICK 桜庭 一樹 言葉と歩く日記 多和田 葉子

舞台 西　加奈子 大江戸世間知らず 南房 秀久

峠越え 伊東　潤 旭川・大雪白い殺人者 梓 林太郎

とまどい本能寺の変 岩井　三四二 花嫁は墓地に住む 赤川 次郎

ターミナルタウン 三崎　亜紀 京都呪い寺殺人事件 木谷 恭介

翔ぶ少女 原田　マハ 蛻 犬飼 六岐

物語ること、生きること 上橋 菜穂子

シルバー川柳　一期一会編 みやぎシルバーネット

テメレア戦記　5 ナオミ・ノヴィク

空席日誌 蜂飼 耳 ザ・ゼロ ジェス・ウォルター

歴史の温もり 安岡 章太郎 愛と障害 アレクサンダル・ヘモン

新老人の思想 五木 寛之 秘密　上．下 ケイト・モートン

夢のなかの魚屋の地図 井上 荒野 モンテ・クリスト伯　7 アレクサンドル・デュマ

三時のわたし 浅生 ハルミン 鑑定士と顔のない依頼人 ジュゼッペ・トルナトーレ

終りの日々 高橋 たか子 万物は流転する ワシーリー・グロスマン

青い鳥 モーリス・メーテルリンク

いま読むペロー「昔話」 ペロー

サンダルで歩いたアフリカ大陸 高尾 具成

ハーバード白熱教室世界の人たちと正義の話 マイケル・サンデル

金正恩の北朝鮮独裁の深層 黒田 勝弘

日本政治のウラのウラ 森 喜朗 介護のしくみ 東田 勉

独裁者のためのハンドブック ブルース・ブエノ・デ・メスキータ がんの花道 藤野 邦夫

こうして女性は強くなった。 読売新聞生活部 胃がん手術後の生活読本 佐野 武

独居老人スタイル 都築 響一 認知症予防のための回想法 鈴木 正典

　　　　

 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26年2月号 12/25～1/25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。)



GHQの検閲・諜報・宣伝工作 山本 武利 いのちの歳時記 内藤 いづみ

本を愛しすぎた男 アリソン・フーヴァー・バートレット 生きる。死ぬ。 土橋 重隆

加藤周一最終講義 加藤 周一 運命の子 松永 正訓

思考実験 岡本 裕一朗 トコトンやさしい非在来型化石燃料の本 藤田 和男

純粋異性批判 中島 義道 ひとの居場所をつくる 西村 佳哲

センスの磨き方 トミタ ジュン 間違いだらけのクルマ選び　2014年版 徳大寺 有恒

明日の幸せを科学する ダニエル・ギルバート 誰にも教えたくない神ワイン 樹林 伸

人生はドンマイドンマイ 美輪 明宏 季節を感じる和の暮らし

黒田官兵衛歴史読本 きものの不思議 藤森 武

迷わない。 櫻井 よしこ 毎日の健康スープと煮込みレシピ 金丸 絵里加

チューリング B.ジャック・コープランド NHK連続テレビ小説ごちそうさんレシピブック NHKドラマ制作班

母ふたり 窪島 誠一郎 haru_mi　vol.30(2014冬) 栗原 はるみ

面倒だから、しよう 渡辺 和子 川澄健のいちばんわかりやすい!飾り巻きずしの作り方 川澄 健

Theエッグベネディクト&フレンチトーストレシピ 藤沢 セリカ

成功はゴミ箱の中に 億万長者のノート プレジデント書籍編集部

紅白歌合戦と日本人 太田 省一

私の好きな色500 野村 順一 企画書を確実にお金に変える仕事術 温井 和佳奈

スタジオジブリ絵コンテ全集　20 奇跡の職場 矢部 輝夫

浮世絵図鑑 安村 敏信

蕗谷虹児 蕗谷 虹児

私が見た最高の選手、最低の選手 野村 克也

佐賀北の夏 中村 計 戸田  海笛 越河  繁明

フィギュアスケートソチ五輪完全ガイド さんいんの民話とわらべ歌 酒井　董美

英語論文すぐに使える表現集 小田 麻里子

出ない順試験に出ない英単語　実践篇 中山

えーっ!これ、言い間違い!? かおり&ゆかり

目でみることば　2 おかべ たかし メグとセロン　4 時雨沢 恵一

心は前を向いている 串崎 真志

路地の教室 上原 善広

町工場の底力　3 走れ!移動図書館 鎌倉 幸子

江戸のお店屋さん 藤川 智子 晴れた日は図書館へいこう　[2] 緑川 聖司

リアル折り紙 福井 久男 ヨーロッパがわかる 明石 和康

うまくなる少年サッカー 能田 達規

おもしろサッカークイズ100 ストライカーDX編集部

本屋さんのすべてがわかる本　1．2 稲葉 茂勝

妖怪ぞろぞろ俳句の本　上・下 古舘 綾子 ふろしきでんしゃ 山崎 克己

ことばの力　2．3 あさの あつこ まてまてももんちゃん とよた かずひこ

13歳のキミへ 高濱 正伸 すすめ!ふたごちゃん もとした いづみ

もっと知りたい!お年よりのこと 服部 万里子 はしれディーゼルきかんしゃデーデ すとう あさえ

かぐや姫の物語 どろぼうがっこうだいうんどうかい かこ さとし

アクアの祈り 倉橋 燿子 どろぼうがっこうぜんいんだつごく かこ さとし

サンドイッチの日 吉田 道子 なべぶぎょういっけんらくちゃく 穂高 順也

かあちゃん取扱説明書 いとう みく てとてとだんごむし みなみ じゅんこ

ローズマリーとヴィーナスの魔法 あんびる やすこ ゆめのゆき エリック・カール
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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
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