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僕とおじさんの朝ごはん 桂 望実 思い出のとき修理します　③ 谷 瑞恵

有頂天家族　② 森見 登美彦 般若同心と変化小僧　⑤ 小杉 健治

レオナルドの扉 真保 裕一 最後の忍び 戸部 新十郎

異邦人(いりびと) 原田 マハ 天下覆滅 幡 大介

ブラックオアホワイト 浅田 次郎 雪とけ柳 中島 要

千日のマリア 小池 真理子 栗めし 藤原 緋沙子

サンティアゴの東 渋谷の西 瀧羽 麻子 十津川警部日本縦断長篇ベスト　㊹ 西村 京太郎

おまめごとの島 中澤 日菜子 電車道 磯崎 憲一郎

刑事群像 香納 諒一 鳥の水浴び 庄野 潤三

EPITAPH東京 恩田 陸 ほっこり宿 倉阪 鬼一郎

火星に住むつもりかい? 伊坂 幸太郎 摘出 上田 秀人

睦月童(わらし) 西條 奈加 サンドリーヌ裁判 トマス・H.クック

ラ・ミッション 佐藤 賢一 スナイパーの誇り　【上】【下】 スティーヴン・ハンター

STORY OF UJI 林 真理子 桜 勝木 俊雄

永い言い訳 西川 美和 子どもと本 松岡 享子

冤罪凶状 澤田 ふじ子 朝鮮と日本に生きる 金 時鐘

宰相A 田中 慎弥 聖地巡礼 岡本 亮輔

岳飛伝　⑫ 北方 謙三 ベーシック・インカム 原田 泰

火花 又吉 直樹 医と人間 井村 裕夫

神様のカルテ　0 夏川 草介

1981年のスワンソング 五十嵐 貴久

それを愛とは呼ばず 桜木 紫乃

アメリカ古典大衆小説コレクシ　⑩ 亀井 俊介

漆黒の森 ペトラ・ブッシュ

端正な生き方 曽野 綾子 狭き門 ジッド

小さな幸せ46こ よしもと ばなな スペードのクイーン/ベールキン物語 プーシキン

ナマコのからえばり　⑩ 椎名 誠 ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン

金沢の不思議 村松 友視

人生案内 出久根 達郎

不眠の悩みを解消する本 三島 和夫

エボラ出血熱とエマージングウイルス 山内 一也

テクノロジーが雇用の75%を奪う マーティン・フォード ココナッツオイル健康法 ブルース・ファイフ

戦争と福祉についてボクらが考えていること 大田 昌秀 パーキンソン病のことがよくわかる本 柏原 健一

法哲学講義 森村 進 女性のアスペルガー症候群 宮尾 益知
自分で選ぶ老後の住まい方・暮らし方 近山 惠子 今すぐできる!肩こり・首痛を治す32のルール 檜垣 暁子

ひきこもる人と歩む 青木 道忠 すごい!iPS細胞 齋藤 勝裕

ジェロニモたちの方舟 今福 龍太 大人の発達障害<アスペルガー症候群・ADHD>シーン別解決ブック 司馬 理英子

　　　　

 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27年4月 2/25～3/25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。)



第三の産業革命 山形 浩生 授業虹の科学 西條 敏美

新幹線の歴史 佐藤 信之 海辺を食べる図鑑 向原 祥隆

死を笑う 中村 うさぎ 築何年? 国立歴史民俗博物館

しなやかに生きる心の片づけ 渡辺 奈都子 トコトンやさしい鋳造の本 西 直美

運の教科書 齋藤 孝 世界遺産姫路城を鉄骨でつつむ。 文藝春秋

日本発掘! 文化庁 服を買うなら、捨てなさい 地曳 いく子

3.11を心に刻んで　2015 岩波書店編集部 きほんのミシンレッスンBOOK 添田 有美

自分でつくれる200年家系図 橋本 雅幸 小さな子どものためのかわいい服 堀江 直子

皇后考 原 武史 色も丈も選んで楽しいニットのふだん着 michiyo

111歳、いつでも今から 後藤 はつの 世界のじゃがいも料理 誠文堂新光社

今日も嫌がらせ弁当 ttkk

365日しっかり朝ごはん 浜内 千波

寝かせおかず 青木 敦子

図解でよくわかる農業のきほん 堀江 武 からだがよろこぶみそ料理miso 小久保 喜弘

スパイス&ハーブ事典 榊田 千佳子 朝ごはんの本 星野 奈々子

はじめての寄せ植えレッスンBOOK 上田 広樹 毎日、しっかり!ボケ予防ごはん 本多 京子

用土を変えずに連作できるプランターの田畑リレー栽培 中島 康甫 藤井恵わたしの家庭料理 藤井 恵

親子で楽しむこどもペット塾 勝俣 和悦 小林まさみとまさるのさわやかシニアごはん 小林 まさみ

犬の介護に役立つ本 高垣 育 1品で野菜100gを確実に食べられるお弁当おかず 石澤 清美

銀の街から 沢木 耕太郎 ひだパン 飛田 和緒

明治・大正の広告メディア 熊倉 一紗 子どもと暮らすラクに片づく部屋づくり 宇高 有香

お抹茶のすべて 桑原 秀樹

これでわかる!はじめての楽譜の読み方 石川 良子

今 竹沢 うるま 科学は未来をひらく 村上 陽一郎

地図と写真で見る東京オリンピック1964 ブルーガイド編集部 「私」を伝える文章作法 森下 育彦

<刑務所>で盲導犬を育てる 大塚 敦子

シアワセなお金の使い方 南野 忠晴

いざというときに役立つリスクマネジメント 梅原 ゆかり 地方公務員になるには 井上 繁

3年後のあなたを変える働き方 富永 由加里

商品ストーリーから学ぶ戦略の教科書 安部 徹也

訪日外国人観光ビジネス入門講座 村山 慶輔 はるのおとがきこえるよ マリオン・デーン・バウアー

共働き子育てを成功させる5つの鉄則 普光院 亜紀 ぼくは建築家ヤング・フランク フランク・ビバ

会社を辞めないという選択 奥田 浩美 カエサルくんと本のおはなし いけがみ しゅんいち

名刺・封筒・ビジネス文具デザインコレクション グラフィック社編集部 センシュちゃんとウオットちゃんおやつのくに 工藤 ノリコ

おさびし山のさくらの木 宮内 婦貴子

ハートのはっぱかたばみ 多田 多恵子

いいこねんね 内田 麟太郎

かがくでなるほど!みぢかなふしぎ 佐々木 昭弘 ももんがもんじろう 村上 康成

妖怪きょうだい学校へ行く 富安 陽子

おーばあちゃんはきらきら たかどの ほうこ

一つの花 今西 祐行

動物と話せる少女リリアーネ　⑩ タニヤ・シュテーブナー

あまねく神竜住まう国 荻原 規子

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
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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


