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どろにやいと 戌井 昭人 マスカレード・イブ 東野 圭吾

荒神 宮部 みゆき 東雲の途 あさの あつこ

エヴリシング・フロウズ 津村 記久子 灰夜 大沢 在昌

糸切り 吉永 南央 鵺女狩り 佐伯 泰英

いそぶえ 谷村 志穂 波上館の犯罪 倉阪 鬼一郎

かたづの! 中島 京子 悪血 上田 秀人

虫娘 井上 荒野 数えずの井戸 京極 夏彦

アポロンの嘲笑 中山 七里 時の罠 辻村 深月

グリーン・グリーン あさの あつこ 百鬼夜行殺人事件 赤川 次郎

群青のタンデム 長岡 弘樹 真夜中の探偵 有栖川 有栖

阿蘭陀西鶴 朝井 まかて 破戒者たち 高杉 良

笹の舟で海をわたる 角田 光代 カラマーゾフの妹 高野 史緒

賢帝と逆臣と 小前 亮 キング誕生 石田 衣良

離陸 絲山 秋子 ものの言いかた西東 小林 隆

エデンの果ての家 桂 望実 食と農でつなぐ 塩谷 弘康

スターダストパレード 小路 幸也 アベノミクスの終焉 服部 茂幸

愛なんて噓 白石 一文 記憶力の正体 高橋 雅延

後妻業 黒川 博行 地方消滅 増田 寛也

幻肢 島田 荘司 物語ベルギーの歴史 松尾 秀哉

チャンミーグヮー 今野 敏

変愛小説集 岸本 佐知子

コールド・スナップ トム・ジョーンズ

プロット・アゲンスト・アメリカ フィリップ・ロス

孤独の力 五木 寛之 パリの家 エリザベス・ボウエン

泣いたの、バレた? 酒井 順子 黒ケ丘の上で ブルース・チャトウィン

降り積もる光の粒 角田 光代 低地 ジュンパ・ラヒリ

素直に生きる100の講義 森 博嗣

明日は、いずこの空の下 上橋 菜穂子

最後はひとり 下重 暁子 100冊の絵本と親子の3000日 福沢 周亮

0歳からのワクチン接種ガイド 薗部 友良

尾木ママの幸せ孫育てアドバイス 尾木 直樹

報道されない中東の真実 国枝 昌樹

歴史を繰り返すな 坂野 潤治

その問題、経済学で解決できます。 ウリ・ニーズィー 認知症ケアの新しい風 長谷川 和夫

叱られる力 阿川 佐和子 慢性疾患の子どもの学校生活 満留 昭久

「地元」の文化力 苅谷 剛彦 高血圧を自分で下げる5つの習慣 苅尾 七臣

老後はコワイ! 北村 庄吾 塩レモン健康法 赤坂 みちよ

60歳からの生き方再設計 矢部 武 貧血の人の基本の食事 鈴木 謙

　　　　

 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10月 8/25～9/24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



「知」の読書術 佐藤 優 18歳から考える消費者と法 坂東 俊矢

世界の美しい書店 今井 栄一 自転車事故の法律相談 高木 宏行

ギネス世界記録　2015 クレイグ・グレンディ 相続と贈与がわかる本　'14～'15年版 富永 悟

山本美香が伝えたかったこと 山本 美香 ネットトラブルの法律相談Q&A 横浜弁護士会インターネット法律研究会

マッサンとリタ オリーヴ・チェックランド

1968パリに吹いた「東風」 リチャード・ウォーリン

未完の戦時下抵抗 田中 伸尚 大人でも答えられない!宇宙のしつもん 荒舩 良孝

皇后陛下慈しみ 日本赤十字社 高校生からのバイオ科学の最前線 石浦 章一

フランクリン・ローズヴェルト【上】【下】 ドリス・カーンズ・グッドウィン 中国汚染の真相 富坂 聰

はじめて読む聖書 田川 建三 図説西洋建築の歴史 佐藤 達生

懐かしくて新しい昭和レトロ家　続 増田 健一

なんにもない部屋のもの選び ゆるり まい

図解でよくわかる土・肥料のきほん 日本土壌協会 ためない習慣 金子 由紀子

どんぐりの呼び名事典 宮國 晋一 こどものどうぶつニット 文化出版局

きっぷのルールハンドブック 土屋 武之 布でつくる、かわいい花のアクセサリー 村上 伊万里

絶対に見ておきたい日本の国宝 岡部 昌幸 下ごしらえ5分!ほったらかしスピードおかず ほりえ さちこ

画題で読み解く日本の絵画 佐藤 晃子 料理と栄養の科学 渋川 祥子

ジョージア・オキーフ ランダル・グリフィン スーパーダイエットフードしらたきレシピ 牛尾 理恵

平和をわれらに! 水木 しげる ヘルシーおからレシピ 主婦と生活社

大島弓子にあこがれて 福田 里香 暮らしを整える住まい方ハンド【１】【２】 近藤 典子

私、勝ちにいきます 竹内 智香

テニス基本と戦術 土橋 登志久

図説世界の文字とことば 町田 和彦 倭の五王と出雲の豪族 島根県立古代出雲歴史博物館

東京語の歴史 杉本 つとむ 古事記 三浦 佑之

社会人1年目からのエクセル Studioノマド 身につく英語のためのA to Z 行方 昭夫

天職が見つかる女のお仕事バイブル なでしこベスト就活委員会 お城へ行こう! 萩原 さちこ

トヨタ式リーダー育成法 三澤 一文 いのちの伴走者として生きる 鎌田 實

30代40代の転職採用される履歴書・職務経歴書 佐藤 祐子

女心をつかむPOP&キャッチコピー 石川 香代

社長!銀行の言いなりはやめなさい 上田 清弘 ぶっぶーどらいぶ 中川 ひろたか

医療・看護の資格と仕事 梅方 久仁子 かえってきたへんしんトンネル あきやま ただし

じゃがいもじゃがじゃがさつまいも 長野 ヒデ子

どんぐりむらのほんやさん なかや みわ

六千人の命を救え!外交官・杉原千畝 白石 仁章 あきやさいのあきわっしょい! 林 木林

光と音のない世界で 池田 まき子 フランシスさん、森をえがく フレデリック・マンソ

動物のおじいさん、動物のおばあさん 高岡 昌江 くろずみ小太郎旅日記　その8 飯野 和好

ぼくが見た太平洋戦争 宗田 理 ねこくんいちばでケーキをかった ユーリー・ワスネツォフ

お願い!フェアリー♥　13 みずの まい つきがいちばんちかづくよる 竹下 文子／作

モンスター・ホテルでたんていだん 柏葉 幸子 ふたごのどんぐり 上野 与志／作

ドラゴンはスーパーマン 茂市 久美子 ぼくのおじいちゃん マルタ・アルテス／作

げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ モドウィナ・セジウィック おはなしばあさんと風来坊 川端 誠

リトル・ジーニーときめきプラス　[5] ミランダ・ジョーンズ
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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

児童児童児童児童

絵本絵本絵本絵本
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