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極悪 萩 耿介 かなづかいの歴史 今野 真二

銀座千と一の物語 藤田 宜永 政治の世界 丸山 眞男

日本橋本石町やさぐれ長屋 宇江佐 真理 四季のうた 長谷川 櫂

代理処罰 嶋中 潤 ある幕臣の戊辰戦争 中村 彰彦

約束の海 山崎 豊子 知性の構造 西部 邁

鐘の渡り 古井 由吉 黄泉から来た女 内田 康夫

ローラの炎 長野 慶太 寝台特急「サンライズ出雲」の殺意 西村 京太郎

嗤う名医 久坂部 羊 坑夫 夏目 漱石

立身いたしたく候 梶 よう子 ただし少女はレベル99 汀 こるもの

よるのふくらみ 窪 美澄 白ゆき姫殺人事件 湊 かなえ

雨の降る日は学校に行かない 相沢 沙呼 湖底から来た吸血鬼 赤川 次郎

悪采師 平茂 寛 フラニーとズーイ サリンジャー

微睡みの海 熊谷 達也 美雪晴れ 高田 郁

まほろばの王たち 仁木 英之 隠密家族抜忍 喜安 幸夫

長女たち 篠田 節子 迷い神 藤井 邦夫

スコールの夜 芦崎 笙 信玄の軍配者　上・下 富樫 倫太郎

相も変わらずきりきり舞い 諸田 玲子 密室・殺人 小林 泰三
元外務省主任分析官・佐田勇の告白 佐藤 優 雪の夜明け 岡篠 名桜

岳飛伝　8 北方 謙三 生死の分水嶺・陸羽東線 西村 京太郎

叛逆捜査 渡辺 裕之

特命指揮官 梶永 正史

血の探求 エレン・ウルマン

それからの納棺夫日記 青木 新門 隠れた花 パール・バック

おひとりさまの愉しみ再び 木岡 悦子 愛の空間 ウラジーミル・メグレ

ぷくぷく、お肉 赤瀬川 原平 それでも、私は憎まない イゼルディン・アブエライシュ

96歳いまがいちばん幸せ 吉沢 久子 帰ってきたヒトラー　上・下 ティムール・ヴェルメシュ

茶ばなし 外山 滋比古

いのちの自然 森崎 和江

子育ての常識・非常識 高橋 悦二郎

男の子の幸せ名前事典 阿辻 哲次

愛国者の憂鬱 坂本 龍一 女の子の幸せ名前事典 阿辻 哲次

これならできる!有望株の選び方 鈴木 一之

結婚したら知っておきたい保険の選び方 三田村 京

古今東西ニッポン見聞録 林 和利 認知症予防 山口 晴保

戦犯の孫 林 英一 もうひとつの「心病む母が遺してくれたもの 夏苅 郁子

消費税の実務手順 あいわ税理士法人 家で介護が必要になったとき 田中 元

相続はふつうの家庭が一番もめる 曽根 恵子 新・腰痛解消!「神の手」を持つ18人 現代書林特別取材班

　　　　

 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4月 2/25～3/25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



高校教師が語る16歳からの哲学 手島 純 <生きた化石>生命40億年史 リチャード・フォーティ

先生!どうやって死んだらいいですか? 山折 哲雄 昆虫記者のなるほど探訪 天野 和利
誰と一緒でも疲れない「聴き方・話し方」のコツ 水島 広子 神秘のクジライッカクを追う トッド・マクリーシュ

後悔しない社会人1年目の働き方 森本 千賀子 気が遠くなる未来の宇宙のはなし 佐藤 勝彦

「人生成功」の統計学 晋一 デザインマンホール100選 池上 修

古代日本外交史 廣瀬 憲雄 PM2.5、危惧される健康への影響 嵯峨井 勝

日本を再発明する テッサ・モーリス=スズキ 日本のアール・デコ建築入門 吉田 鋼市

アメノヒボコ、謎の真相 関 裕二 建築設備が一番わかる 菊地 至

「大和魂(ごころ)」の再発見 上田 正昭 ふくしまノート　1 井上 きみどり

日韓でいっしょに読みたい韓国史 徐 毅植 シェールガス革命“第二の衝撃” 室井 高城

昭和がお手本衣食住 アズマ カナコ

おひとり様かも?と思ったら始めるお金計画 中村 薫

リンパケア革命 木村 友泉

線路はつながった 冨手 淳 和食の人気揚げ物料理 大田 忠道

ANAグランドスタッフ入門 中西 克吉 3歳からのからだを作るおべんとう 中村 美穂

TPPと食料安保 中村 靖彦 小瓶保存食の便利レシピ 谷島 せい子

スローでたのしい有機農業コツの科学 西村 和雄 使える!楽しい!ノンフライヤー123レシピ 祐成 二葉

NHKラジオ深夜便花が好き!自然が好き! 須磨 佳津江 綿の国星ケーキの本 大島 弓子

オカダのはなし 岡田 准一 片づけられない親のための幸せの生前整理 辰巳 渚

演劇の力 蜷川 幸雄 オトコとオンナの説明書 米山 公啓

中村勘三郎物語 生島 淳

銀盤の軌跡 田村 明子

忍者の教科書 伊賀忍者研究会 河井寛次郎の宇宙 河井寛次郎記念館

みちこさん英語をやりなおす 益田 ミリ メチのいた島 すぎはら ゆみこ

礼儀正しい手紙・はがきの書き方とマナー 岩下 宣子 つながる図書館 猪谷 千香

竹島問題１００問１００答 第３期竹島問題研究会

必ず役立つ!「○○業界の法則」事典 高嶋 ちほ子

デイサービスのはじめかた・つづけかた 辻川 泰史 レイン　8・9 吉野 匠

ドラッカーの実践マネジメント教室 P.F.ドラッカー 西洋美術史入門　実践編 池上 英洋

飲食店のおもてなし接客サービス教本 赤土 亮二 あなたの住まいの見つけ方 三浦 展

LINE@でお店をPRする方法 山崎 潤一郎 魂をゆさぶる歌に出会う ウェルズ恵子

失敗しない美容室開業BOOK SALON開業・経営チャンネル 西の善き魔女　4 荻原 規子

すばらしき特殊特許の世界 稲森 謙太郎 ハロウィン★ナイト! 相川 真

かぐや姫の物語 高畑 勲

楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑 寺本 潔 ボンバストゥス博士の世にも不思議な植物図 イバン・バレネチェア

本屋さんのすべてがわかる本　4 稲葉 茂勝 ぼく、仮面ライダーになる!　ガイム編 のぶみ

気をつけよう!SNS　3 小寺 信良 おたまじゃくしのしょうがっこう かこ さとし

修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産 あおいめのめりーちゃんおかいもの かこ さとし

まほうの下じき付き子ども六度法ノート 富澤 敏彦 まゆとおおきなケーキ 富安 陽子

なぞかけ運動会 ねづっち タコのたこきちくん 内田 麟太郎

さよなら、ぼくのひみつ 漆原 智良 いまじん 高氏 雅昭

お願い!フェアリー♥　12 みずの まい パンダ銭湯 tupera tupera
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