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ヤモリ、カエル、シジミチョウ 江國 香織 六つの希望 五十嵐 貴久

テミスの剣 中山 七里 すべて真夜中の恋人たち 川上 未映子

鳥たち よしもと ばなな 峠うどん物語　【上】【下】 重松 清

神坐す山の物語 浅田 次郎 ジョン・マン　①② 山本 一力

べんけい飛脚 山本 一力 神君狩り 佐伯 泰英

サラバ!　【上】【下】 西 加奈子 晦日の月 中島 要

親鸞　完結篇【上】【下】 五木 寛之 ソロモンの偽証　③④⑤⑥ 宮部 みゆき

地図とスイッチ 朝倉 かすみ 恋する絵画 赤川 次郎

奇跡の人 原田 マハ 四十八人目の忠臣 諸田 玲子

家族シアター 辻村 深月 指切り 今井 絵美子

キャロリング 有川 浩 屑の刃 麻見 和史

大原御幸 林 真理子 秀吟百趣 塚本 邦雄

パスティス 中島 京子 妻を失う 講談社文芸文庫

店長がいっぱい 山本幸久 シャーロック・ホームズ全集　9 アーサー・コナン・ドイル

インデックス 誉田 哲也 カウントダウン・シティ ベン・H.ウィンタース

ナオミとカナコ 奥田 英朗 里の時間 芥川 仁

認知の母にキッスされ ねじめ 正一 老いの味わい 黒井 千次

伶也と 椰月 美智子 保育とは何か 近藤 幹生

私の命はあなたの命より軽い 近藤 史恵 現代秀歌 永田 和宏

鳳雛の夢 上田 秀人 日本銀行と政治 上川 龍之進

ボルケイノ・ホテル 谷村 志穂

そして山々はこだました　【上】【下】 カーレド・ホッセイニ

忙中閑語 安野 光雅 光の子供 エリック・フォトリノ

リーダーの信念 五木 寛之 カウントダウン・シティ ベン・H.ウィンタース

未来の記憶は蘭のなかで作られる 星野 智幸 愛の深まり アリス・マンロー

美しく生きるために 村岡 花子

私はどうも死ぬ気がしない 金子 兜太

どこでもないところで 河野 裕子 赤ちゃんの発達のふしぎ　3 江頭 恵子

大人気!クックパッドの離乳食 クックパッド株式会社

子どもと一緒に読みたい絵本 玄光社

街場の戦争論 内田 樹

戦後韓国と日本文化 金 成玟

文藝春秋オピニオン2015年の論点100 文藝春秋 親の入院・介護に直面したら読む本 長岡 美代

もじれる社会 本田 由紀 免疫力がみるみるアップする100のコツ 主婦の友社

人生のハレとケ 大島 建彦 絵でわかる遺伝子治療 野島 博

実家の片づけ活かし方 日経ホームビルダー いい覚悟で生きる 樋野 興夫

アイヌの世界を旅する 北原 次郎太 介護のための摂食・嚥下障害の理解とケア 小澤 公人

　　　　

 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12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



図書館をつくる 堀場 弘 アマゾンがこわれる 藤原 幸一

天人 後藤 正治 アマタツさん、ネコが顔を洗うと雨が降るって本当ですか？ 天達 武史

哲学散歩 木田 元 名所・旧跡の解剖図鑑 スタジオワーク

東京オリンピックと新幹線 東京都江戸東京博物館 高層建築が一番わかる 五十嵐 太郎

アベノミクスと暮らしのゆくえ 山家 悠紀夫 400万人に愛されるYouTuberのつくり方 HIKAKIN

「定常経済」は可能だ! ハーマン・デイリー きちんと知りたい!バイクメカニズムの基礎 小川 直紀

国分寺を歩く かみゆ歴史編集部 50歳でも間に合う女の老後サバイバルマネー 岩崎 博充

皇后陛下美智子さま心のかけ橋 渡邊 満子 こんなときどうする?暮らし上手のお手本帖 家の光協会

バカでも資産1億円 杉村 太蔵 佐藤恵子60代からの着こなしレシピ 佐藤 恵子

小さないじわるを消すだけで ダライ・ラマ14世 12ケ月のつまみ細工 博多琴路

キャンドル・ワークス 笹本 道子

小さなてまりとかわいい雑貨 寺島 綾子

手入れがわかる雑木図鑑 平井 孝幸 3時間で編める帽子とあわせ小物 辰巳出版

マンブル、ぼくの肩が好きなフクロウ マーティン・ウィンドロウ 365日の献立おかず 浜内 千波

ホスピタリティマネジメント 清水 均 デパ地下みたいなごちそうスープ 北嶋 佳奈

ねこの秘密 山根 明弘 喜ばれるおせち料理とごちそうレシピ 牛尾 理恵

絵本作家ターシャ・テューダー 内藤 里永子 少し仕込んでじっくり煮込む鍋まかせレシピ 渡辺 麻紀

オペラ座のお仕事 三澤 洋史 1日分の野菜がとれる「元気なべ」 堤 人美

夢は、努力でかなえる。 葛西 紀明 何度も作りたい!昔ながらのおやつ100 重信 初江

はじめよう親子登山 戸高 雅史 季節のシフォンケーキとお菓子 青井 聡子

はなはだ、便所は宇宙である 千原 ジュニア 電子レンジでつくる12か月の和菓子 松井 ミチル

クリスマス・正月のハッピーマジック 藤原 邦恭 今日はぶどうパン 平松 洋子

詰将棋一丁目三番地 森 信雄

手紙・はがきの書き出しと結び組み合わせ文 杉本 祐子

とっとり花回廊 とっとり花回廊

古事記ゆる神様100図鑑 松尾 たいこ

図説世界を変えた50のビジネス ジョン・リプチンスキ もののふ 藤原 芳秀

理系企業と文系企業 横田 好太郎

ヒットの教科書 奥井 真紀子

Facebookページ販促&集客ガイド決定版 柴 佳織 大学生活の迷い方 蒔田 直子

農業は脳業である 古野 隆雄 「育ち」をふりかえる 渡井 さゆり

フリーランス&個人事業主のための確定申告 山本 宏 友だちは永遠じゃない 森 真一

林修の仕事原論 林 修／著 たったひとつの「真実」なんてない 森 達也

日本にしかいない生き物図鑑 今泉 忠明 おめんです　2 いしかわ こうじ

なぜ?どうして?昆虫図鑑 岡島 秀治 せかいいちたかいすべりだい 加藤 志異

にせあかしやの魔術師 征矢 清 こわくない 谷川 俊太郎

オウリィと呼ばれたころ 佐藤 さとる 「あ・そ・ぼ」やで! くすのき しげのり

アヤカシさん 富安 陽子 ちいさなねずみのクリスマス アン・モーティマー

都ギツネの宝 富安 陽子 みまわりこびと アストリッド・リンドグレーン

ヨコちゃんとライオン 角野 栄子 ぼくはきみできみはぼく ルース・クラウス

いそがしいクリスマス マージョリー・W.シャーマット 4ひきのりっぱなこぐま アーノルド・ローベル

偽りの王子 ジェニファー・A.ニールセン サンタクロースのおてつだい ロリ・エベルト

ビジネスコーナーの本ビジネスコーナーの本ビジネスコーナーの本ビジネスコーナーの本

産業・藝術・スポーツ・語学産業・藝術・スポーツ・語学産業・藝術・スポーツ・語学産業・藝術・スポーツ・語学

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

郷土の本郷土の本郷土の本郷土の本


