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アイネクライネナハトムジーク 伊坂 幸太郎 謎　009 綾辻 行人

フォルトゥナの瞳 百田 尚樹 暗殺 佐伯 泰英

きょうのできごと、十年後 柴崎 友香 デッド・オア・アライヴ 薬丸 岳

トオリヌケキンシ 加納 朋子 いつか他人になる日 赤川 次郎

物語のおわり 湊 かなえ 仁術先生 渡辺 淳一

あなたの本当の人生は 大島 真寿美 かぼちゃ小町 和田 はつ子

夜また夜の深い夜 桐野 夏生 犬の尾 鈴木 英治

風花帖 葉室 麟 月に願いを 風野 真知雄

ユダの柩 福田 和代 浜町堀異変 稲葉 稔

Red 島本 理生 怪盗グリフィン、絶体絶命 法月 綸太郎

歌舞伎町ダムド 誉田 哲也 夜鳴きめし屋 宇江佐 真理

繁栄の昭和 筒井 康隆 歪んだ顔 西村 京太郎

にじいろガーデン 小川 糸 幽霊紳士/異常物語 柴田 錬三郎

水声 川上 弘美 宇宙の眼 フィリップ・K.ディック

丹生都比売 梨木 香歩 黒い瞳のブロンド ベンジャミン・ブラック

ダブル・フォールト 真保 裕一 2312　【上】【下】 キム・スタンリー・ロビンスン

ほんとうの花を見せにきた 桜庭 一樹 福島原発事故 被災者支援政策の欺瞞 日野 行介

魔術師の視線 本多 孝好 日本ミステリー小説史 堀 啓子

3時のアッコちゃん 柚木 麻子 日本の年金 駒村 康平

侵食捜査 安東 能明

一人っ子同盟 重松 清

重力の虹　【上】【下】 トマス・ピンチョン

ストーナー ジョン・ウィリアムズ

面白可笑しくこの世を渡れ 遠藤 周作 甘美なる作戦 イアン・マキューアン

死ぬってどういうことですか? 瀬戸内 寂聴 愉楽 閻 連科

4 Unique Girls 山田 詠美 波止場日記 エリック・ホッファー

1%の力 鎌田 實

「生命力」の行方 平野 啓一郎
地球上の全人類と全アリンコの重さは同じらしい 椎名 誠 はじめてママ&パパの妊娠・出産 安達 知子

最新月数ごとに「見てわかる!」妊娠・出産 杉本 充弘
保育で大活躍!絵本から広がるあそび大集合 石井 光恵

私の「情報分析術」超入門 佐藤 優

貧者を喰らう国 阿古 智子

NHKニッポン戦後サブカルチャー史 宮沢 章夫 自宅で親を看取る 小池 百合子

こどもの環境づくり事典 日本建築学会 生きていく食事 神足 裕司

旧家に学ぶ、知恵としきたり 冷泉 貴実子 子供と大人のメンタルヘルスがわかる本 十一 元三
人は必ず老いる。その時誰がケアするのか 本田 徹 血糖値を下げる特効Book 浅野 次義

夫の葬儀とその後事典 黒澤 計男 症状別不調のときに食べたいごはん コウ 静子

　　　　

 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11月 10/25～11/25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



木内かつの絵本あそび 木内 かつ はっきりわかる現代サイエンスの常識事典 成美堂出版編集部

Googleサービス完全(コンプリート)大事典 リンクアップ 数学オリンピック　2010～2014 数学オリンピック財団

失われた感覚を求めて 三島 邦弘 きのこミュージアム 根田 仁

日本の思想とは何か 佐藤 正英 イチョウ奇跡の2億年史 ピーター・クレイン

松平家心の作法 松平 洋史子 深海 藤原 義弘

ノーベル物理学者が教える「自分力」の磨き 益川 敏英 リフォーム&インテリアアイデアBOOK 坂田 夏水

アラフォー独女の生きる道 島田 佳奈 50の名車とアイテムで知る図説自転車の歴史 トム・アンブローズ

日本古代史をいかに学ぶか 上田 正昭 いちばんよくわかる!結婚一年生のお金 氏家 祥美

敗者の日本史　4 関 幸彦 電気工事が一番わかる 常深 信彦

美智子さま38のいい話 渡邉 みどり 新幹線50年 松尾 定行

毎日が輝く、ものと私の“いい関係” 沖 幸子

つま先から編む、かんたん、かわいいくつ下 大内 いづみ

図解知識ゼロからのコメ入門 八木 宏典 おんなの子とおとこの子の晴れの日と発表会の服 日本ヴォーグ社

ネコ学入門 クレア・ベサント 美人になるグリーン・ベジクッキング はりまや 佳子

馬の自然誌 J.E.チェンバレン 大きめストウブで煮込むだけのごちそう 川上 文代

毒きのこ 新井 文彦 日本一の給食レシピ 松丸 奨

一生に一度は見たいルーヴル美術館BEST100 大友 義博 煮込み料理をご飯にかけて 坂田 阿希子

日本人だけが知らない「ニッポン」の観光地 水津 陽子 バットひとつでまいにちおやつ 黒川 愉子

ゴッホの愛した庭風景 ラルフ・スケア チーズケーキパーフェクトブック 福田 淳子

菱田春草 鶴見 香織 おもてなしのテーブルセッティング七十二候 浜 裕子

おり紙ヒコーキ大集合BOOK 戸田 拓夫

写真家が捉えた昭和のこども 木村 伊兵衛

マッチの気もち 安野 光雅 出雲大社と千家氏の秘密 中見 利男

知って得する茶道のいろは 筒井 紘一 句集　山眠る 中村　襄介

30代40代の転職採用される面接テクニック 佐藤 祐子 5アンペア生活をやってみた 斎藤 健一郎

働くママを支援する最新制度とお金まるわかりガイド 森 優美栄 真夜中のディズニーで考えた働く幸せ 鎌田 洋

会社四季報　2015年上期 東洋経済新報社 赤毛のアンの幸せになる言葉 松本 侑子

売上につながるディスプレイ 沼田 明美 辞書からみた日本語の歴史 今野 真二

地域からの六次産業化 室屋 有宏 政治のキホン100 吉田 文和

仕事。 川村 元気

人気デパ地下“スイーツ”パッケージ図鑑 日経デザイン

かぜをひいたおつきさま レオニート・チシコフ

おたすけこびととあかいボタン なかがわ ちひろ

本について授業をはじめます 永江 朗 おいもができた ひさかたチャイルド

くらしに役立つ木の実図鑑 いわさ ゆうこ いのちは 内田 麟太郎

かこさとしあそびずかん　あきのまき かこ さとし なぞかけどうじょう 中川 ひろたか

動物の迷路 香川 元太郎 まよなかのゆきだるま 森 洋子

風味[さんじゅうまる] まはら 三桃 てっちゃんのしりとりライオン もとした いづみ

世界は宝物でいっぱい! 岡田 貴久子 ダダダダダディーマン みやにし たつや

ムジナ探偵局　[9] 富安 陽子 かえるの竹取ものがたり 俵 万智

鹿の王　【上】【下】 上橋 菜穂子 はじまりのはな マイケル・J.ローゼン

らくごで笑児科 斉藤 洋 ももんちゃんぴょ～ん とよた かずひこ
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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

児童児童児童児童

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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