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田園発港行き自転車　【上】【下】 宮本 輝 由縁(ゆかり)の月 今井 絵美子

太宰治の辞書 北村 薫 老剣客 小杉 健治

ボーイミーツガールの極端なもの 山崎 ナオコーラ 血脈 佐伯 泰英

リストランテアモーレ 井上 荒野 貧乏こんちくしょう 林 芙美子

コンビニたそがれ堂セレクション 村山 早紀 十津川警部特急「しまかぜ」で行く十五歳の伊勢神宮 西村 京太郎

ブックのいた街 関口 尚 隠密味見方同心　② 風野 真知雄

いまのはなんだ?地獄かな 花村 萬月 高速の罠 堂場 瞬一

モダン 原田 マハ 悲録伝 西尾 維新

閉店屋五郎 原 宏一 失恋カレンダー 林 真理子

思い出は満たされないまま 乾 緑郎 もんなか紋三捕物帳 井川 香四郎

岩窟姫 近藤 史恵 江戸城案内仕る 北川 哲史

黄昏旅団 真藤 順丈 本所おけら長屋　④ 畠山 健二

四月は少しつめたくて 谷川 直子 ザップ・ガン フィリップ.K.ディック

ごんたくれ 西條 奈加 司法取引　【上】【下】 ジョン・グリシャム

鬼談 京極 夏彦 儀式　【上】【下】 パトリシア・コーンウェル

動物記 高橋 源一郎 異常気象と地球温暖化 鬼頭 昭雄

革命前夜 須賀 しのぶ アホウドリを追った日本人 平岡 昭利

真壁家の相続 朱野 帰子 学校の戦後史 木村 元

東京近江寮食堂 渡辺 淳子 幕末維新のこと 司馬 遼太郎

トライアングル 岡井 崇

維新の肖像 安部 龍太郎

パールストリートのクレイジー女たち トレヴェニアン

それはどっちだったか マーク・トウェイン

少年時代 安野 光雅 無意味の祝祭 ミラン・クンデラ

二度寝とは、遠くにありて想うもの 津村 記久子

正直 松浦 弥太郎

「昭和史」を歩きながら考える 半藤 一利 この1冊であんしんはじめての育児事典 細部 千晴

ニッポン旅みやげ 池内 紀 “完成形”フリージング離乳食 中村 陽子

ハンナ・アーレント講義 ジュリア・クリステヴァ 薬に頼らない高血圧の正しい下げ方 マガジンハウス

「イスラム国」よ 鎌田 實 認知症の「家族」と暮らす技術(テク) 奥村 歩

ニャンと読んで考える!?日本国憲法 アイバス出版編集部 おむつトラブル110番 浜田 きよ子

それでもボクは会議で闘う 周防 正行 がん研有明病院の大腸がん治療に向きあう食事 比企 直樹

子どもはみんな問題児。 中川 李枝子 症状別&病気別でわかるすぐに使える漢方薬入門 関水 康彰

未来を変えた島の学校 山内 道雄 発達障害の親子ケア 宮尾 益知

障害者の読書と電子書籍 日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会 未来のことは未来の私にまかせよう 黒木 奈々

家族という病 下重 暁子 苦しい?楽しい!精神病 森 実恵

　　　　

 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5月 3/25～4/25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



授業につなげる学校図書館の展示・掲示&指導案１２ヶ月 渡辺 暢恵 訴訟の心得 中村 直人

情報サービス演習 齋藤 泰則 訴訟は本人で出来る　[2015]第3版 石原 豊昭

少女は本を読んで大人になる 阿川 佐和子ほか 自動車事故の過失認定 富松 茂大

安倍政権とジャーナリズムの覚悟 原 寿雄 言いがかり110番 藤井 勲

老いを愉しむ 渋谷 昌三 最新育児・出産・介護の法律と実践書式サンプル４３ 林 智之

図説中世ヨーロッパの暮らし 河原 温 労働事件ハンドブック　2015年 第二東京弁護士会労働問題検討委員会

アメリカの歴史を知るための63章 富田 虎男 労働裁判における解雇事件判例集 高井・岡芹法律事務所

紛争解決人 森 功 還暦からの医療と法律 川人 明

死を思えば生が見える 山折 哲雄 やさしくわかる介護施設の法律問題 鈴木 雅人

京都歴史地図帖 歴史探訪研究会 現代家族の法と実務 小島 妙子

おひとり様おふたり様私たちの相続問題 武内 優宏

離婚・離縁事件実務マニュアル 東京弁護士会法友全期会家族法研究会

地域プロデュース入門 横山 陽二

暮らしを楽しむ雑木の庭 朝日新聞出版

育てて楽しむウメ 栽培・利用加工 大坪 孝之 科学の現場 坂井 克之

鉄道を良く知る基礎知識 池口 英司 アインシュタイン相対論の100年 ニュートンプレス

京阪電車まるまる一冊 JTBパブリッシング 生物学の「ウソ」と「ホント」 池田 清彦

図説イタリア・ルネサンス美術史 松浦 弘明 徳川家の家紋はなぜ三つ葉葵なのか 稲垣 栄洋

若冲百図 小林 忠 包丁と研ぎハンドブック 月山義高刃物店

ネット時代の動画活用講座 大須賀 淳 幸せのしたく 内田 彩仍

楽典・楽譜の書き方 トム・ゲルー ストンとワンピース Quoi?Quoi?

大谷翔平二刀流 週刊SPA!編集部 手間なく作るおいしい朝食レシピ 中野 佐和子

羽生善治闘う頭脳 文藝春秋 基本のおにぎらず&おにぎりサンド弁当 高橋 ゆうみ

迷った時にすぐ引ける勘違い敬語の辞典 西谷 裕子 現役ママとっておき!おとな弁当&こども弁当 辰巳出版

手作り「ジュース酵母」のパンレシピ 岡本 智美

お仕事にすぐ使えるPCスキルが楽しく身につくレシピ 国本 温子

ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方 ベリーベスト法律事務所 世界が変わるプログラム入門 山本 貴光

お客様の心を動かす敬語と話し方 戸田 覚 いのちはどう生まれ、育つのか 道信 良子

図解無印良品は、仕組みが9割 松井 忠三 死神うどんカフェ1号店　4杯目 石川 宏千花

マーケット感覚を身につけよう ちきりん

働きたいママの就活マニュアル 毛利 優子

これだけは知っておきたい働き方の教科書 安藤 至大 はるって、どんなもの? あさの ますみ

たんぽぽ 荒井 真紀

にしきのなかの馬 やえがし なおこ

色のまなび事典　① 茂木 一司 マララとイクバル ジャネット・ウィンター

伝説のメジャーリーガー デレク・ジーター デレク・ジーター りゆうがあります ヨシタケ シンスケ

朝倉義景 加来 耕三 あ、はるだね ジュリー・フォリアーノ

よくわかる修学旅行ガイド奈良 PHP研究所 こんこんとやさしいやさい とみなが まい

信じられない「原価」　①②③ 稲葉 茂勝 だるまなんだ　② おおなり 修司

田んぼの植物なるほど発見! 星野 義延 サムとデイブ、あなをほる マック・バーネット

メイドインどこ?　③ 斉藤 道子 さくらいろのりゅう 町田 尚子

やさしいおりがみ 主婦の友社 ぼくはうちゅうじん 中川 ひろたか

アレハンドロの大旅行 きたむら えり ちいさなちいさな ニコラ・デイビス

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 法律情報法律情報法律情報法律情報


