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内通者 堂場 瞬一 睡眠のはなし 内山 真

てらさふ 朝倉 かすみ 物語ビルマの歴史 根本 敬

ぎやまん物語 北原 亞以子 <辞書屋>列伝 田澤 耕

関越えの夜 澤田 瞳子 家康、死す　上・下 宮本 昌孝

千日の瑠璃　上・下 丸山 健二 娼婦の眼 池波 正太郎

大江戸恐龍伝　第5巻 夢枕 獏 本所騒乱 稲葉 稔

首折り男のための協奏曲 伊坂 幸太郎 心に吹く風 宇江佐 真理

アトミック・ボックス 池澤 夏樹 愛ある追跡 藤田 宜永

新生 瀬名 秀明 口封じ 藤井 邦夫

左目に映る星 奥田 亜希子 たまゆらに 山本 一力

八月の青い蝶 周防 柳 夜去り川 志水 辰夫

コルバトントリ 山下 澄人 総員起シ 吉村 昭

鉄童の旅 佐川 光晴 冬山の掟 新田 次郎

連写 今野 敏 暗闇の殺意 中町 信

教授と少女と錬金術師 金城 孝祐 百鬼狩り 佐伯 泰英

春、戻る 瀬尾 まいこ 奇剣柳剛 鳥羽 亮

月の欠片 浮穴 みみ 幽霊たち ポール・オースター

ラブ・オールウェイズ 小手鞠 るい 猫のパジャマ R.ブラッドベリ

波形の声 長岡 弘樹 時は乱れて フィリップ・K.ディック

桃ノ木坂互助会 川瀬 七緒

ラフ・アンド・タフ 馳 星周

シャッターミー　1 タヘラ・マフィ

人生相談劇場 山田 詠美 日暮れまでに マイケル・カニンガム

人生のお福分け 清川 妙 写字室の旅 ポール・オースター

人生の観察 吉村 昭 失われた名前 マリーナ・チャップマン

ネットで「つながる」ことの耐えられない軽 藤原 智美 ペスト カミュ

夜明けのラジオ 石田 千

ホップステップホーム! 玉岡 かおる

藤田浩子の絵本は育児書 藤田 浩子
藤田浩子のわらべうたあそびこのゆびとーまれ 藤田 浩子

平和を考えるための100冊+α 日本平和学会

リスクの世界地図 菅原 出

国家のシロアリ 福場 ひとみ 前立腺がん検診力 勝岡 洋治

親の家を片づける実践ハンドブック 主婦の友社 子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん患者さん 竹島 信宏

家族をラクにする魔法の言葉 宮尾 益知 認知症明日へのヒント 読売新聞「認知症」取材班

いつまでも美しく キャサリン・ブー レビー小体型認知症がよくわかる本 小阪 憲司

心に残る入学式・卒業式のあいさつ 鳥谷 朝代 アルツハイマー病を治せ! NHKスペシャル取材班

　　　　

 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3月号 1/25～2/25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。)

子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援



生きる力、絵本の力 柳田 邦男 人体のからくり 坂井 建雄

セラピスト 最相 葉月 なぜこれでキレイになれるの? 伊達 友美

幸福力 海原 純子 あなたは半年前に食べたものでできている 村山 彩

教誨師 堀川 惠子 PM2.5の脅威から身を守る 中央労働災害防止協会

古代日本と朝鮮半島の交流史 西谷 正 日本の社会主義 加藤 哲郎

楽しい古墳案内 松木 武彦 シェール革命 繁栄する企業、消える産業 財部 誠一

日本軍「慰安婦」問題と「国民基金」 鈴木 裕子 暮らしのヒント集　3

すべては朝日新聞から始まった「慰安婦問題 山際 澄夫 オールドテイストの家具と庭 伊波 英吉

東アジア海域に漕ぎだす　4 小島 毅 絵でわかるロボットのしくみ 瀬戸 文美

大杉栄伝 栗原 康 図解よくわかる貴金属材料 岡田 勝蔵

まっすぐ縫いの子ども服 野木 陽子

とろみの料理帖 魚柄 仁之助

毎日、こまめに、少しずつ。 ワタナベ マキ

中国のブタが世界を動かす 柴田 明夫 お茶と和菓子のテーブルセッティング 浜 裕子

庭先でつくるトロピカルフルーツ 米本 仁巳

猫返し神社 山下 洋輔

日本美術全集　7 辻 惟雄 これで合格!全国手話検定試験　2013 全国手話研修センター

知識ゼロからの書道あそび文字入門 武田 双雲 手話通訳技能認定試験傾向と対策 日本手話通訳士協会

神さまからのお福分け 市川 海老蔵 10倍儲かる通販ビジネスの秘密 臼井 由妃

丁寧に暮らすために。 鈴木 京香 公務員試験オールガイド　2015年度版 資格試験研究会

サムライ 松田 美智子

1964年の東京オリンピック 石井 正己

浅田真央夢(ドリーム)の軌跡 ジャパンスポーツ 梨づくり「技」のかけどころ 前田　誠

地域活動・同窓会・サークル あいさつ・司会進行の事典 すぴーち工房 あたらしい出雲旅行 広沢 真貴子

辞書になった男 佐々木 健一 史料にみる鳥取 日置　粂左エ門

夕陽を招く長者 民話の会「石見」

本屋さんのすべてがわかる本　3 稲葉 茂勝 まおゆう魔王勇者　1 橙乃 ままれ

税ってなに?　シリーズ1 三木 義一 子どもと働く 木村 明子

昭和の子ども生活絵図鑑 奥成 達 英詩のこころ 福田 昇八

実験対決　14 ゴムドリco. 書き出しは誘惑する 中村 邦生

はじめての相対性理論 佐藤 勝彦 人を幸せにする目からウロコ!研究 萩原 一郎

動物のちえ　3 成島 悦雄 気ままに漢詩キブン 足立 幸代

ジュニア地球白書　2012-13 ワールドウォッチ研究所

なぞかけ食堂 ねづっち

47都道府県方言キャラ絵本　東日本 たかい よしかず 100にんのサンタクロース 谷口 智則

運命のウエディングドレス あんびる やすこ つなのうえのミレット エミリー・アーノルド・マッカリー

ローズマリーとヴィーナスの魔法 あんびる やすこ おばけにょうぼう 内田 麟太郎

体験!子ども寄席　1 古今亭 菊千代 あかいありのぼうけんえんそく かこ さとし

竹取物語 石井 睦美 パピプペポーおんがくかい かこ さとし

えんの松原 伊藤 遊 あっ、オオカミだ! ステファニー・ブレイク

四年霊組こわいもの係 床丸 迷人 海賊 田島 征三

神さま、事件です! 森 三月 どろぼうがっこうぜんいんだつごく かこ さとし

ひみつの海　上・下 アーサー・ランサム でんしゃがきた 竹下 文子
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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
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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
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