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鼠、滝に打たれる 赤川 次郎 女神の骨格 麻見 和史

オネスティ 石田 衣良 四次元の花嫁 赤川 次郎

賢者の愛 山田 詠美 まよい雪 小杉 健治

避難所 垣谷 美雨 北陸新幹線ダブルの日 西村 京太郎

パノララ 柴崎 友香 日本縦断世界遺産殺人紀行 山前 譲

月光のスティグマ 中山 七里 悲報伝 西尾 維新

田舎の刑事の好敵手 滝田 務雄 戊辰転々録 中村 彰彦

乙霧村の七人 伊岡 瞬 お江戸、にゃんころり 高橋 由太

影踏み鬼 葉室 麟 花の懸け橋 岡篠 名桜

心臓異色 中島 たい子 失意ノ方 佐伯 泰英

アンブラッセ 阿刀田 高 白鶴ノ紅 佐伯 泰英

雪炎 馳 星周 冗談 ミラン・クンデラ

九年前の祈り 小野 正嗣 復興<災害> 塩崎 賢明

ラスト・ワルツ 柳 広司 農山村は消滅しない 小田切 徳美

悲嘆の門　【上】【下】 宮部 みゆき 四国遍路 森 正人

旅者の歌　② 小路 幸也 勝海舟と幕末外交 上垣外 憲一

あなたは、誰かの大切な人 原田 マハ 日本占領史1945-1952 福永 文夫

ご破算で願いましては 梶 よう子 テアイテトス プラトン

福も来た 群 ようこ ビヒモス ホッブズ

青い翅 吉永 南央

でんでら国 平谷 美樹

雪山の白い虎 デイヴィッド・ゴードン

善き女の愛 アリス・マンロー

本と暮らせば 出久根 達郎 ある青春 パトリック・モディアノ

ほんとうに70代は面白い 桐島 洋子

とんでもない奴 藤原 正彦
忘れてはいけないことを、書きつけました。 山本 ふみこ 読み継ぐべき絵本の名作200 マガジンハウス

他界 金子 兜太 はじめてママ&パパの幼児食 牧野 直子

魂の居場所を求めて 白洲 正子

自分でできる家族でできる認知症予防と対処法 浦上 克哉

愛国論 田原 総一朗 まだ間に合う!今すぐ始める認知症予防 朝田 隆

ナショナリズムの現在 萱野 稔人 感染症パニック 中原 英臣

ヘイト・スピーチに抗する人びと 神原 元 末期を超えて 川口 有美子

日本語で生きる幸福 平川 祐弘 ハンセン病の「脱」神話化 西尾 雄志

賢者の戦略 手嶋 龍一 がんはどこまで防げるのか 浅香 正博

法哲学 瀧川 裕英 女性のための自分で選べる漢方の本 大澤 稔

国家経営の本質 戸部 良一 からだの検査数値 北村 聖
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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2月 12/25～1/25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。)
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本なんて読まなくたっていいのだけれど、 幅 允孝 これ一冊で安心相続の諸手続き　14-15年版 堀 招子

洋子さんの本棚 小川 洋子 年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる 三宅 明彦

東洋音楽史 田辺 尚雄 葬儀・墓地のトラブル相談Q&A 長谷川 正浩

反<絆>論 中島 義道 消費生活年報　2014 国民生活センター

日本人はどう死ぬべきか? 養老 孟司

ピアノを弾く哲学者 フランソワ・ヌーデルマン

「ズルさ」のすすめ 佐藤 優 しもばしら 細島 雅代

中村元の仏教入門 中村 元 進化とは何か リチャード・ドーキンス

お寺からの賜り物 玄侑 宗久 これだけ!iPS細胞 夏 緑

古地図が語る大災害 本渡 章 日本木造遺産 藤森 照信

小惑星探査機「はやぶさ2」の挑戦 松浦 晋也

フランス人は10着しか服を持たない ジェニファー・L.スコット

農家が教えるイチゴつくり 農文協 刺しゅう糸で編むプチかわ小物 寺西 恵里子

もっと知りたい!バラ栽培と剪定講座 河合 伸志 はじめてのママでも作れる通園・通学グッズ 御苑 あきこ

失敗しないさし木・つぎ木・とり木 尾亦 芳則 haru_mi　vol.34(2015冬) 栗原 はるみ

ミケランジェロとヴァザーリ 古山 浩一 いただきますお寺のごはん 吉村 昇洋

母ターシャの思い出 セス・テューダー 何度も作りたくなる四季のパン 幸栄

むしのほん エドワード・ゴーリー プロの凄腕お掃除コツとワザ ミッシェル・ホームサービス

男と女の上質図鑑 松浦 弥太郎

草間彌生 建畠 晢

ゼロから始めるクラシック入門 加羽沢 美濃 国立公園鳥取砂丘の生きもの 清末　忠人

花燃ゆ　前編 NHK出版 出雲と大和 歴史の謎を解く 村井 康彦

お気に入りのはぎれで作る布絵手紙 きくち いま 知られざる日本の地域力 椎川 忍

変えていく勇気 遠藤 保仁

18歳の著作権入門 福井 健策

図解実践介護ビジネスがよくわかる本 中原 登世子 何のために「学ぶ」のか 外山 滋比古

コストは、必ず半減できる。 三木 博幸 牧場・農場で働く人たち 大浦 佳代

地域の美味しいものづくり 中小企業基盤整備機構 吉野北高校図書委員会　③ 山本 渚

超地域密着型会社戦略 松本 俊人 ソードアート・オンラインプロ　③ 川原 礫

顧客の「本音」がわかる9つの質問 橋本 哲児

好かれる女性リーダーになるための五十条 有川 真由美

共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブル 日経DUAL おみくじ きた あいり

スケートにいこうよ リン・ベリー

としょかんねずみ　④ ダニエル・カーク

おばあちゃんの家わたしの家 たかい ひろこ へのかっぱ 飯野 和好

折り紙えほん 高野 紀子 十二支のどうぶつ小噺 川端 誠

ねこ探! 村上 しいこ ねこざかなとイッカクくん わたなべ ゆういち

いつでもしろくま 斉藤 洋 いちにちでいいから ローラ・ルーク

ゆめみの駅遺失物係 安東 みきえ 12にんのいちにち 杉田 比呂美

魔女バジルと魔法のつえ 茂市 久美子 ようちえんのおひめさま 種村 有希子

かいけつゾロリのクイズ王 原 ゆたか ヨハンナの電車のたび カトリーン・シェーラー

消えた犬と野原の魔法 フィリパ・ピアス 鳥よめ あまん きみこ

カエルになったお姫さま アニー・M.G.シュミット クレヨンからのおねがい! ドリュー・デイウォルト
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