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花子とアンへの道 村岡 恵理 算数的思考法 坪田 耕三

我慢ならない女 桂 望実 <老いがい>の時代 天野 正子

寂しい丘で狩りをする 辻原 登 芥川竜之介随筆集 芥川 竜之介

盤上に散る 塩田 武士 虚像の政商　上・下 高杉 良

さいごの毛布 近藤 史恵 珈琲店タレーランの事件簿　3 岡崎 琢磨

フェイバリット・ワン 林 真理子 七福神斬り 早見 俊

ジェームズ・ボンドは来ない 松岡 圭祐 小出大和守の秘命 森 真沙子

甘いお菓子は食べません 田中 兆子 希望(のぞみ)粥 倉阪 鬼一郎

乗合船 北原 亞以子 幻の翼 逢坂 剛

イーヨくんの結婚生活 大山 淳子 あやかし秘帖千槍組 友野 詳

峠道 上田 秀人 ルーキー 堂場 瞬一

月に捧ぐは清き酒 小前 亮 人間勝負 柴田 錬三郎

満願 米澤 穂信 寒紅梅 今井 絵美子

スペードの3 朝井 リョウ 江戸裏枕絵噺 小杉 健治

上野池之端鱗や繁盛記 西條 奈加 夕映え　上・下 宇江佐 真理

狐さんの恋結び 北 夏輝 秘剣、柳生斬り 中岡 潤一郎

歌川国芳猫づくし 風野 真知雄 オサキと骸骨幽霊 高橋 由太

軍師官兵衛　2 前川 洋一 大江戸「町」物語 風 和田 はつ子

女のいない男たち 村上　春樹 A.O.バルナブース全集　上 ヴァレリー・ラルボー

暗い越流 若竹 七海

神楽坂のマリエ 原 宏一

アルグン川の右岸 遅 子建

旋舞の千年都市　上・下 イアン・マクドナルド

出好き、ネコ好き、私好き 林 真理子 世界の果て、彼女 キム ヨンス

下りのなかで上りを生きる 鎌田 實 ウィニー・ザ・プー A.A.ミルン

「死」を前に書く、ということ 秋山 駿 鄙の宿 W.G.ゼーバルト

北京食堂の夕暮れ 沢野 ひとし 疎外と叛逆 G.ガルシア・マルケス

「自由」のすきま 鷲田 清一

花の億土へ 石牟礼 道子

育児は生き方 鵜瀞 恵

絵本があればだいじょうぶ! 浜島 代志子

印鑑の基礎知識 寺澤 正孝

Q&Aで理解する8%消費税 金井 恵美子

多文化絵本を楽しむ 福岡 貞子 患者さんとご家族から学ぶ認知症なんでも相談国立長寿医療研究センター

親の家を片づける土地建物相続問題 主婦の友社 自傷・自殺する子どもたち 松本 俊彦

日本の女は、100年たっても面白い。 深澤 真紀 薬を飲まずに3週間で無理なく血圧を下げる桑島 巌

いじめ防止対策推進法の解説と具体策 小西 洋之 ストップ!認知症 中谷 一泰

子どもに体験させたい20のこと 佐藤 悦子 統合失調症から教わった14のこと 中山 芳樹

　　　　

 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5月 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。)

子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援



いつもうまくいく人の感情の整理術 里岡 美津奈 ロスジェネ社員のいじめられ日記 山下 和馬

全国「一の宮」めぐり 岡田 莊司 小説で読む倒産法 中 隆志

落書きに歴史をよむ 三上 喜孝 土地・建物の法律と税金 奈良 恒則

奇界遺産　2 佐藤 健寿 保険のしくみが分かる本 赤堀 勝彦

尾張徳川家の幕末維新 徳川 義崇

昭和の大阪　2 産経新聞社

ティムール帝国 川口 琢司 磁力の科学 久保田 博南

魔女狩り 黒川 正剛 植物生態観察図鑑　おどろき編 本多 郁夫

偉人は死ぬのも楽じゃない ジョージア・ブラッグ 図説人体イメージの変遷 坂井 建雄

みんな子どもだった 倉本 聰 長生きはふくらはぎで決まる! 原田 秀康

おからのチカラ 家村 マリエ

基礎からわかる旅客機大百科 阿施 光南

おいしい果樹の育て方 三輪 正幸 “福島原発”ある技術者の証言 名嘉 幸照

50歳からの充実ライフ!犬を飼う 愛犬の友編集部 HTML5デザイン 秋元 良平

図解よくわかる炭の力 杉浦 銀治 みんなのダイエット日記 SE編集部

ルーヴル美術館の舞台裏 パスカル・ボナフー メイコの食卓 中村 メイコ

朽ちゆく物たちの創造 松原幹夫 一度は作ってみたい極みの京料理50 島谷 宗宏

喜ばれる素敵な折り紙 小林 一夫 住まいの修繕とメンテナンス 嶋崎 都志子

能を考える 山折 哲雄

宝塚歌劇華麗なる100年 朝日新聞出版

ネイマール ネイマール 日本昔話を旅する

遺言 林葉 直子 武家の女性・村の女性 谷口　啓子

日本オリンピック委員会公式写　2014 日本オリンピック委員会 ほんとのこと？ 生田　眞
朝日新聞校閲センター長が絶対に見
逃さない間違えやすい日本語 前田 安正 親子で古代出雲の荒島を歩く　荒島はすごい 宍道  正年

るるぶドライブ中国四国ベスト　'15

情報リテラシー基礎 海老澤 信一

パン屋さんのつくり方 西川 功晃 憲法読本 杉原 泰雄

はじめて作るネットショップ!「カラーミーショップ」 バウンド 中東から世界が見える 酒井 啓子

「働く」を再起動する ミッチ・ジョエル 夢をあきらめなければ宇宙にだって行ける 星出 彰彦

「営業の仕事」についてきれいごと抜きでお話しします 川田 修 マンガミュージアムへ行こう 伊藤 遊

マンガでやさしくわかる仕事の教え方 あべ かよこ 船長・機関長になるには 穴澤 修平

マンガでやさしくわかるプレゼン 山田 進一

とりがないてるよ ヨアル・ティーベリ

実験対決　15 ゴムドリco. すずむし 久留島 武彦

星の王子さまとめぐる星ぼしの旅 縣 秀彦 だいすきなおばあちゃん 日野原 重明

ヒマラヤのサバイバル　1 洪 在徹 おおかみだあ! セドリック・ラマディエ

那須正幹童話集　1～5 那須 正幹 パンやのろくちゃん げんきだね 長谷川 義史

かあさんのしっぽっぽ 村中 李衣 あっ・ほっ 五味 太郎

ブリジンガー　上 クリストファー・パオリーニ はらぺこソーダくん 岩田 明子

アナと雪の女王 サラ・ネイサン 王さまレストラン 寺村 輝夫

はじめての北欧神話 菱木 晃子 たんぽぽ 植村 利夫

『赤毛のアン』と花子 村岡 恵理 がんばれ!ルルロロ ことりのあかちゃん あいはら ひろゆき
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