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サーカスの夜に 小川 糸 願かけ 佐伯 泰英

夢をまことに 山本 兼一 操の護り 上田 秀人

冷蔵庫を抱きしめて 荻原 浩 忍者だもの 池波 正太郎

ソラシド 吉田 篤弘 京都石塀小路殺人事件 木谷 恭介

精鋭 今野 敏 愚か者 藤井 邦夫

サーカスナイト よしもと ばなな 貸し物屋お庸 平谷 美樹

嗤う淑女 中山 七里 暗号名は「金沢」 西村 京太郎

ロストデイズ 大崎 善生 天平グレート・ジャーニー 上野 誠

ホケツ! 小野寺 史宜 十九歳の地図 中上 健次

砂漠の青がとける夜 中村 理聖 恋しるこ 和田 はつ子

森に願いを 乾 ルカ 部長と池袋 姫野 カオルコ

朽ちないサクラ 柚月 裕子 深川霊感三人娘 井上 雅彦

透明カメレオン 道尾 秀介 潜伏 小杉 健治
わたしたちはその赤ん坊を応援することにした 朝倉 かすみ 光線 村田 喜代子

警視庁文書捜査官 麻見 和史 靴の話/眼 小島 信夫

雨に泣いてる 真山 仁 楽しみと日々 プルースト

我が心の底の光 貫井 徳郎 フランス現代思想史 岡本 裕一朗

桑港特急 山本 一力 外交ドキュメント歴史認識 服部 龍二

狗賓童子の島 飯嶋 和一 日本人にとって聖なるものとは何か 上野 誠

銀幕の神々 山本 甲士

暗闇・キッス・それだけで 森 博嗣

輪廻の蛇 ロバート・A.ハインライン

ジキルとハイド ロバート・L.スティーヴンソン

ゆるい生活 群 ようこ 一葉の震え W.サマセット・モーム

神さまたちの遊ぶ庭 宮下 奈都 強襲 フェリックス・フランシス

今日も一日きみを見てた 角田 光代

老いの冒険 曽野 綾子

いのちと平和の話をしよう 日野原 重明 トイレ上手な子どもになれる本 辰巳出版

ほんとうの贅沢 吉沢 久子 離乳食の大百科 小池 澄子

トマ・ピケティの新・資本論 トマ・ピケティ 親の介護が必要になったときにやるべきこと 中村 寿美子

21世紀の資本 トマ・ピケティ 腸内細菌と共に生きる 藤田 紘一郎

イスラム戦争 内藤 正典 アレルギーっ子のごはんとおやつ 伊藤 浩明

「イスラーム国」の脅威とイラク 吉岡 明子 よくわかる最新抗菌薬の基本と仕組み 深井 良祐

本当の戦争の話をしよう 伊勢崎 賢治 認知症にならない!「もの忘れ外来」徹底ガイド 奥村 歩

すべての戦争は自衛意識から始まる 森 達也 ぽかぽか子宮のつくり方 やまがた てるえ

「就活」と日本社会 常見 陽平 健康ダイエット 宮崎 滋

　　　　

 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3月 1/25～2/25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



本は友だち 池内 紀 山岳雪崩大全 雪氷災害調査チーム

それでも誰かが支えてくれる 高木 慶子 世界でいちばん美しい洞窟、魅惑の石窟 MdN編集部

般若心経90の智恵 公方 俊良 産廃処理が一番わかる 上川路 宏

こだわらない練習「それ、どうでもいい」という過ごし方 小池 龍之介 飛行機のしくみパーフェクト事典 鈴木 真二

世界史の極意 佐藤 優 これでわかる!石けんと合成洗剤50のQ&A 長谷川 治

古代史は知的冒険 関 裕二 整える、調える。 ワタナベ マキ

佐高信の昭和史 佐高 信 日本の12か月を食べる、遊ぶ、暮らす。 望月 聖子

独特老人 後藤 繁雄 アルファベット刺しゅう 佐藤 ちひろ

ザ・プリンセス雅子妃物語 友納 尚子 鷲沢玲子のパッチワークキルト 鷲沢 玲子

花燃ゆ NHK出版 まっすぐ切って、まっすぐ縫うだけのバッグ 添田 有美

ひらめき!食べもの加工 岡本 靖史

本当に食べたい!ガッツリ男子ごはん 牛尾 理恵

育てて楽しむはじめてのハーブ 高浜 真理子 前菜食堂 サルボ恭子

焼きいもが、好き! 日本いも類研究会「焼きいも研究チーム」 魚焼きグリルのかんたん絶品レシピ 川上 文代

年譜でたどる琳派400年 河野 元昭 まいにちの中高生のお弁当250 食のスタジオ

オブジェを持った無産者 赤瀬川 原平 ホットケーキミックスなら簡単!300レシピ 主婦の友社

広重「名所江戸百景」の旅 安村 敏信 おうちで作れる老舗のカフェスイーツ 山村 光春

わくわく大相撲ガイド　寄り切り編 日本相撲協会 小林カツ代の楽々ケーキづくり 小林 カツ代

マッサン　Part2 羽原 大介 家事がしやすい部屋づくり 本多 さおり

あなただけの、咲き方で 八千草 薫

文章読本の名著90冊から抽出した究極の文章 ひらの こぼ

糸賀一雄の思想と生涯 京極 高宣

ミットレーベン 糸賀　一雄

就職・転職に有利な女性の資格16年版 成美堂出版編集部 吉田璋也の世界 吉田  璋也

地域密着繁盛店のつくり方 阿部 貴行 憧憬 古川 誠

挑戦しよう!定年・シニア起業 岩本 弘

図解やさしくわかるうつ病からの職場復帰 山本 晴義

なぜあの会社は100年も繁盛しているのか 前川 洋一郎 考える方法 永井 均

50歳からのハッピーリタイア準備 畠中 雅子 神社ってどんなところ? 平藤 喜久子

社長、そのデザインでは売れません! 川島 蓉子 ご当地電力はじめました! 高橋 真樹

チェラブ　Mission10 ロバート・マカモア

西の善き魔女　8 荻原 規子

きみ江さん 片野田 斉

世界一周なぞなぞ絵本 にしもと おさむ

調べる学習子ども年鑑 朝日小学生新聞 まるてんいろてん 中辻 悦子

みんなを幸せにする新しい福祉【１】【２】 孫 奈美 だっこだっこだーいすき かみじょう ゆみこ

ねこの手かします　【５】 内田 麟太郎 まっていたてがみ セルジオ・ルッツィア

おばけのソッチ、おねえちゃんになりたい! 角野 栄子 バスのたび 工藤 ノリコ

ルゥルゥおはなしして たかどの ほうこ ルラルさんのぼうえんきょう いとう ひろし

リリコは眠れない 高楼 方子 子ヤギがうまれたよ! 長谷川 知子

花束 小林 深雪 おばあちゃんのひなちらし 野村 たかあき

ルルとララのフレンチトースト あんびる やすこ みんなでつくっちゃった 長 新太

ABC! 市川 朔久子 なぜイヌの鼻はぬれているの? ケネス・スティーブン

踊る光 トンケ・ドラフト
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