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若冲 澤田 瞳子 さくら 佐々木 裕一

過ぎ去りし王国の城 宮部 みゆき ご隠居さん 野口 卓

山月庵茶会記 葉室 麟 「ななつ星」極秘作戦 西村 京太郎

武道館 朝井 リョウ 赤まんま 今井 絵美子

ヒア・カムズ・ザ・サン 小路 幸也 生き恥 藤井 邦夫

晴れ女の耳 東 直子 運気をつかめ! 沖田 正午

持たざる者 金原 ひとみ 浮かぶ城砦 麻倉 一矢

マインド・クァンチャ 森 博嗣 燦　⑥ あさの あつこ

世界はゴ冗談 筒井 康隆 冤罪初心者 秦 建日子

偽装 笹本 稜平 君臣の想 上田 秀人

界 藤沢 周 マイケル・K J.M.クッツェー

あぶない叔父さん 麻耶 雄嵩 紙の動物園 ケン・リュウ

ミツハの一族 乾 ルカ 白鳥随筆 正宗 白鳥

森は知っている 吉田 修一 私の万葉集　⑤ 大岡 信

福家警部補の追及 大倉 崇裕 新大陸が生んだ食物 高野 潤

明日の色 新野 剛志 ルポ保育崩壊 小林 美希

虹猫喫茶店 坂井 希久子 多数決を疑う 坂井 豊貴

ヒポクラテスの誓い 中山 七里 都市 吉田 伸之

地下水路の夜 阿刀田 高 南方熊楠 唐澤 太輔

ラプラスの魔女 東野 圭吾

ふたり姉妹 瀧羽 麻子

ギルドの系譜　【上】【下】 ジェームズ・ロリンズ

ある国にて ローレンス・ヴァン・デル・ポスト

ラストワルツ 村上 龍 忘れられた巨人 カズオ・イシグロ

世界の半分を怒らせる 押井 守

ぱっちり、朝ごはん 阿川 佐和子[ほか]

文学の淵を渡る 大江 健三郎 すてきな漢字に出あえる赤ちゃんの名づけ事典 大修館書店編集部

トットひとり 黒柳 徹子 マンガ解説よくわかる!妊娠と出産 赤星 ポテ子

余命 五木 寛之

血圧を測るだけ!!で長生きする38の理由 渡辺 尚彦

思想をかたちにする 上野 千鶴子 うつ病の毎日ごはん 功刀 浩

21世紀の日本最強論 文藝春秋 がん患者100の質問 安達 洋祐

ニュースで伝えられないこの国の真実 辛坊 治郎 図解むし歯・歯周病の最新知識と予防法 倉治 ななえ

戦後リベラルの終焉 池田 信夫 トコトンやさしい食品添加物の本 仲村 健弘

1分間ピケティ 西村 克己 パニック症<パニック障害>の人の気持ちを考える本 貝谷 久宣

福井モデル 藤吉 雅春 高齢者につくってあげたいスイーツレシピ 代居 真知子

超訳日本国憲法 池上 彰 家族と企業を守る感染症対策ガイドブック 東京海上日動リスクコンサルティング

　　　　

 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6月 4/25～5/25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



子どもと読みたい絵本200 洋泉社 訴訟のしくみ 藤田 裕

世界を変えた100の本の歴史図鑑 ロデリック・ケイヴ 老後破産で住む家がなくなる!あなたは大丈夫？ 高橋 愛子

親地連がすすめる読みきかせ絵本250 親子読書地域文庫全国連絡会 あなたはこうしてだまされる 多田 文明

50代から人生を楽しむ人、後悔する人 『PHP』編集部 日本人のための憲法改正Q&A 櫻井 よしこ

サルトル伝　【上】【下】 アニー・コーエン=ソラル

神社・お寺のふしぎ100 田中 ひろみ

江戸日本の転換点 武井 弘一 空想科学読本　⑯ 柳田 理科雄

おじいちゃんが孫に語る戦争 田原 総一朗 単位のトリビア 西園寺 剛行

写真と地図でめぐる軍都・東京 竹内 正浩 星降る絶景 沼澤 茂美

鳥瞰図で楽しむ日本百名山　[2015] 武井 弘一 水素社会の到来核融合への夢 ニュートンプレス

ぜんぶわかる!最新ロードバイクメンテナンス 福田 貴也

はじめてのウッドデッキ作り 学研パブリッシング

野菜のかんたん水耕栽培 吉川 泰正 毎日着たい、手づくり服 美濃羽 まゆみ

ローズレッスン12か月Q&A 小山内 健 手ぬいで作るきものリフォーム 高橋 恵美子

樹木と山野草の花 小林 俊英 基本のコツをおさえれば簡単!冷凍保存のラクうまレシピ 検見崎 聡美

ねこバカいぬバカ 養老 孟司 ひと目でわかる!食品保存事典 島本 美由紀

ネコの看取りガイド 服部 幸 いつでもサンドイッチ 学研パブリッシング

キャパへの追走 沢木 耕太郎 森のおはぎとあんこのおやつ 森 百合子

モダン・ジャズ革命 藤田 正 おからパーフェクトマフィン 重野 佐和子

文楽に親しむ 高木 浩志 ジャースムージー&サラダ WOONIN

このアニメ映画はおもしろい! 川上 大典

頂点への道 錦織 圭

羽生結弦から始まる時代 集英社 とっとり酒楽探訪 石原 美和
自転車の教科書　身体の使い方
編

堂城 賢

大人になるっておもしろい? 清水 真砂子

地域密着デイサービスのはじめ方 齋藤 史洋 ファッション・ライフの楽しみ方 高村 是州／著

これで解決。働くママが必ず悩む36のこと 毛利 優子 これならわかるアメリカの歴史Q&A 石出 法太

グロービス流ビジネス勉強力 グロービス経営大学院 謎の絶滅動物たち 北村 雄一

最高の営業デビュー 佐藤 昌弘 受かる小論文の最速レッスン帳 樋口 裕一

「10年顧客」の育て方 齋藤 孝太

小さなカフェのはじめ方 富田 佐奈栄

新米上司の言葉かけ 梶原 しげる たんぽぽはたんぽぽ おくはら ゆめ

まてまてタクシー 西村 敏雄／

はいくないきもの 皆川 明

絵本で学ぶイスラームの暮らし 松原 直美 ごはん 平野 恵理子

ヒロシマ8月6日、少年の見た空 井上 こみち おねがいパンダさん スティーブ・アントニー

戦国武将列伝 加来 耕三 よるのかえりみち みやこし あきこ

命を救われた捨て犬夢之丞 今西 乃子 もりのホテル ふくざわ ゆみこ

アリとくらすむし 島田 たく けんかともだち 丘 修三

魔女のふしぎな道具 ルース・チュウ だれかさん 今森 光彦

仮面の街 ウィリアム・アレグザンダー ちっちゃなサリーはみていたよ ジャスティン・ロバーツ

ぼろイスのボス ダイアナ・ウィン・ジョーンズ みずたまりぼっこ すずき はつえ

予知夢がくる!　⑤ 東 多江子 ぱっくんぱっくん 長 新太

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

郷土の本郷土の本郷土の本郷土の本


