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悪い恋人 井上 荒野 てのひら猫語り あさの あつこ

逢魔 唯川 恵 四色の藍 西條 奈加

夜の木の下で 湯本 香樹実 二人の夫をもつ女 夏樹 静子

注文の多い美術館 門井 慶喜 新友禅の謎 佐伯 泰英

波の音が消えるまで　【上】【下】 沢木 耕太郎 家慶の一歩 千野 隆司

慶應本科と折口信夫 北村 薫 食堂つばめ　【４】 矢崎 存美

決戦!関ケ原 伊東 潤 サイタ×サイタ 森 博嗣

舎人の部屋 花村 萬月 霖雨 葉室 麟

誤断 堂場 瞬一 登竜の標 上田 秀人

ブルース 桜木 紫乃 偽者始末 藤井 邦夫

マル暴甘糟 今野 敏 娘と私 獅子 文六

晩鐘 佐藤 愛子 人間以前 フィリップ・K.ディック

波止場浪漫　【上】【下】 諸田 玲子 007白紙委任状　【上】【下】 ジェフリー・ディーヴァー

コンとアンジ 井鯉 こま ジェファーソンの密約　【上】【下】 ジェームズ・ロリンズ

太陽・惑星 上田 岳弘 不思議屋/ダイヤモンドのレンズ オブライエン

親愛なる いとう せいこう ゴッホ<自画像>紀行 木下 長宏

GOSICK ＢＬＵＥ 桜庭 一樹 教養としての宗教入門 中村 圭志

風の如く　吉田松陰篇 富樫 倫太郎 グローバル経済史入門 杉山 伸也

花野に眠る 森谷 明子 「働くこと」を問い直す 山崎 憲

図書館奇譚 村上 春樹

知的生き方教室 中原 昌也

てのひら 谷津 矢車 高い窓 レイモンド・チャンドラー

マリアが語り遺したこと コルム・トビーン

繊細な真実 ジョン・ル・カレ

高山なおみのはなべろ読書記 高山 なおみ 天使の羽ばたき ポール・ホフマン

いのちの姿 宮本 輝 ファビアン エーリヒ・ケストナー

大人の男の遊び方 伊集院 静
いつもうまくいく女性はシンプルに生きる 浅野 裕子

響き合う対話 岡井 隆 赤ちゃんの♥病気&おうちケアガイドBOOK 市川 光太郎

マメ先生が伝える幸せ子育てのコツ 大豆生田 啓友

佐高信の緊急対論50選　人の巻 佐高 信

新世紀なれど光は見えず 色川 大吉 全部見えるスーパービジュアル整形外科疾患 高井 信朗

現代ドイツ政治 西田 慎 認知症予防のための簡単レッスン20 伊藤 隼也

「豊かな地域」はどこがちがうのか 根本 祐二 よくわかる肺がんQ&A 西日本がん研究機構

国家と秘密 久保 亨 女性なら知っておきたい「遺伝性がん」のこと 市川 喜仁

10歳までの子育てのルールブック 諸富 祥彦 痛いところから分かる骨・関節・神経の逆引診断事典 井尻 慎一郎

日本料理と天皇 松本 栄文 血圧を下げる特効Book 浅野 次義

　　　　

 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27年1月 11/25～12/24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



子どもと本をつなぐ橋 田島 多惠子 ビジュアル大宇宙　【上】【下】 ジャイルズ・スパロウ

本の力 高井 昌史 ここまでわかった!太陽系のなぞ 沼澤 茂美

考える力が身につくディープな倫理 富増 章成 いまさらですが、無頼派宣言。 海堂 尊

すごい片づけ はづき 虹映 完全図解人工衛星のしくみ事典 大貫 剛

親鸞「四つの謎」を解く 梅原 猛 坂本龍一×東京新聞 坂本 龍一

古事記と太安万侶 和田 萃 「吉田調書」を読み解く 門田 隆将

そうだったのか!朝鮮半島 池上 彰 厳選日本酒手帖 山本 洋子

評伝布施辰治 森 正 大切にしたいモノとコト 有元 葉子

志を継ぐ 本井 康博 始末のいい暮らし方 阿部 絢子

毛利元就 岸田 裕之 家事のきほん新事典 藤原 千秋

かぎ針で編む縁起もののあみぐるみ 寺西 恵里子

シニアのラクラク1人分健康ごはん 高城 順子

図解でよくわかる植物工場のきほん 古在 豊樹 「ストウブ」でもてなしごはん&毎日おかず 井澤 由美子

藤田智の必ず収穫できる野菜づくり入門 藤田 智 きほんの献立練習帳 松本 仲子

日本の古代道路 近江 俊秀 おもてなしと持ちよりレシピ 植松 良枝

日本美術史入門 河野 元昭 簡単なのにきちんと作れるおせち料理 井澤 由美子

井浦新の日曜美術館 井浦 新 熟成ケーキ 磯貝 由恵

日本画名作から読み解く技法の謎 東京藝術大学大学院保存修復日本画研 フィンガーフード 中村 美穂

今日からはじめるやさしい陶芸入門 上村 祥雄

ヴァイオリニスト20の哲学 千住 真理子

ゼロから始めるトライアスロン入門 白戸 太朗 出雲大社の謎 瀧音 能之

お茶のきもの装いの手引き 五藤 宗紫 胸の小箱 浜田 真理子

聴覚思考 外山 滋比古

50歳からのおしゃれ手紙 中山 庸子

漢詩のレッスン 川合 康三

人とミルクの1万年 平田 昌弘

海外戦略ワークブック 河瀬 誠 <できること>の見つけ方 石田 由香理

ぼくらは働く、未来をつくる。 向井 理／ほか 人生を考えるのに遅すぎるということはない 安藤 忠雄

会社の未来は女性が拓く! 植田 寿乃

できる技術者・研究者のための特許入門 渕 真悟

人気ショップのインテリアデザイン 阪口 公子 いかだにのって とよた かずひこ

ペットとふれあうお店をつくりたい人の本 学研パブリッシング ゆきうさぎのおくりもの レベッカ・ハリー

資生堂で学んだまごころの仕事術 関根 近子 トムテと赤いマフラー レーナ・アッロ

フワフワさんはけいとやさん 樋勝 朋巳

ボクはじっとできない バーバラ・エシャム

キッズペディア科学館 日本科学未来館 マララさんこんにちは ローズマリー・マカーニ-

マララ マララ・ユスフザイ メリーさんのひつじ ウィル・モーゼス

食べているのは生きものだ 森枝 卓士 パンツはながれる 林 正博

ネイマール マイケル・パート ポールとアントン ペンギンビッグハウス クリスティアン・イェレミース

男子☆弁当部　【５】 イノウエ ミホコ ユキコちゃんのしかえし 星 新一

まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわ ちひろ あなのはなし ミラン・マラリーク

家庭科室の日曜日 村上 しいこ サンタクロースとあったよる クレメント・クラーク・ムーア

こぶたのぶーぷ 西内 ミナミ ふしぎなにじ わたなべ ちなつ

オリンポスの神々と7人の英雄　【４】 リック・リオーダン いいないいな かたやま けん
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