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武士道ジェネレーション 誉田 哲也 探偵の探偵　④ 松岡 圭祐

為吉 宇江佐 真理 夏おにぎり 和田 はつ子

金魚姫 荻原 浩 棟居刑事の見知らぬ旅人 森村 誠一

砂の街路図 佐々木 譲 ジャイロスコープ 伊坂 幸太郎

スカラムーシュ・ムーン 海堂 尊 もぞもぞしてよゴリラ/ほんの豚ですが 佐野 洋子

痴者の食卓 西村 賢太 三姉妹探偵団　㉔ 赤川 次郎

匿名者のためのスピカ 島本 理生 意次ノ妄 佐伯 泰英

炎の塔 五十嵐 貴久 チンネの裁き 新田 次郎

王とサーカス 米澤 穂信 柳眉の角 上田 秀人

空棺の烏 阿部 智里 なきむし姫 重松 清

水曜日の凱歌 乃南 アサ 幕命奉らず 森 真沙子

真昼の心中 坂東 眞砂子 街への鍵 ルース・レンデル

昨日の海は 近藤 史恵 ブラックアウト　【上】【下】 コニー・ウィリス

血の弔旗 藤田 宜永 夜の讃歌・サイスの弟子たち ノヴァーリス

悲素 帚木 蓬生 「歴史認識」とは何か 大沼 保昭

なりたい 畠中 恵 植物はすごい　七不思議篇 田中 修

スクラップ・アンド・ビルド 羽田 圭介 岩波新書で「戦後」をよむ 小森 陽一

プロフェッション 今野 敏 廃線紀行 梯 久美子

連鶴 梶 よう子

おちゃっぴい 堀川 アサコ

アンフェアな国 秦 建日子 一時帰還 フィル・クレイ

啼かない鳥は空に溺れる 唯川 恵 ねじまき男と機械の心　【上】【下】 マーク・ホダー

オルフェオ リチャード・パワーズ

日々の光 ジェイ・ルービン

村上さんのところ 村上 春樹

老骨の悠々閑々 半藤 一利
この世界はあなたが思うよりはるかに広い 鴻上 尚史 幸せがずっと続く男の子の名前事典 田口 二州

本質を見通す100の講義 森 博嗣 幸せがずっと続く女の子の名前事典 田口 二州

三匹の犬と眠る夜 落合 恵子
強い男を求めなさい、いなけりゃあなたが育てなさい！ 鈴木 光司

家庭で無理なく対応できる困った行動Q&A 井上 雅彦

そうだったのか!発達障害の世界 石川 道子

高卒女性の12年 杉田 真衣 糖尿病のごちそう術 河盛 隆造

もう東京はいらない 日本経済新聞社 大人のADHD 岩波 明

国税局資料調査課 佐藤 弘幸 食道がんのすべてがわかる本 細川 正夫

ヒトはこうして増えてきた 大塚 柳太郎 認知症によりそう 上田 諭

どうする?親の家の空き家問題 大久保 恭子 よくわかる高齢者の認知症とうつ病 長谷川 和夫

60歳からの「ひとり暮らし」実例とアイデア ゆうゆう編集部 自分でできる!腎臓病カンタン療法80 富野 康日己

　　　　

 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9月 7/25～8/24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



学校経営と学校図書館 渡邊 重夫 高齢者が喜ぶ!簡単手作りアイデア12か月 高橋 紀子

本なんて! キノブックス編集部 今に活きる大正健康法　食養篇 熊木 敏郎

高峰秀子の人生相談 高峰 秀子

「戦記」で読み解くあの戦争の真実 戸高 一成

戦争をしない国 矢部 宏治 国立科学博物館のひみつ 成毛 眞

シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン もしもあの動物と暮らしたら!? 小菅 正夫

GHQと戦った女沢田美喜 青木 冨貴子 虫の虫 養老 孟司

軍都東京 占領下の東京 洋泉社 できれば服にお金と時間を使いたくないひと 大山 旬

吉沢久子97歳のおいしい台所史 吉沢 久子 布で作ろう、革で作ろうわたしのお財布 越膳 夕香

鶏唐揚げプロのテクニック 旭屋出版編集部

野菜でつまみ 鈴木 薫

ニッポンの産業遺産 枻出版社 個性派ビストロの魚介料理 佐藤 幸二

大江戸商い白書 山室 恭子 「時短」で作ると、料理は美味しい! ウー ウェン

お家に、帰ろう 尾崎 たまき 腸を元気にするレシピ109 魚柄 仁之助

イタリアの小さな工房めぐり 大矢 麻里 秘伝のたれ 行正 り香

流れ星 「流れ星」編集部 やさしい保存食と自家製レシピ 黒田 民子

夏着物の文様とその見方 似内 惠子 ハレの日のウレシイお菓子 高橋 教子

絵手紙この道が好き 絵手紙いずみの会 好印象を与えるママ&パパの子連れマナー 岩下 宣子

乙女のふろく 村崎 修三

高校野球100年のヒーロー 楊 順行

巨人V9 50年目の真実 鵜飼 克郎 「安全保障」法制と改憲を問う 山内 敏弘

ヴァイオリニストは音になる 千住 真理子 冤罪の戦後史 菅野 良司

似ている英語 おかべ たかし 不確かな正義 戸谷 由麻

最新起業のための設立&運営手続きサポート 大沢 豪 上野公園へ行こう 浦井 正明

事例でわかる!クラウドファンディング成功 川上 清市 ABO血液型がわかる科学 山本 文一郎

なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか 武田 哲男／著 藤井兄妹の絶体絶命な毎日 小林 深雪

60代の生き方・働き方 阿部 絢子 2.43　second season 壁井 ユカコ

反響が事前にわかる!チラシの撒き方・作り方7ステップ 有田 直美

マーケティングに使える「家計調査」 吉本 佳生

図解マイナンバー制度早わかり 梅屋 真一郎 どんどんくるくる 中尾 昌稔

およげないさかな せな けいこ

かもめたくはいびん いしい ひろし

あんずの木の下で 小手鞠 るい いそあそびしようよ! はた こうしろう

「走る」のなぞをさぐる 高野 進 ジンベエザメのはこびかた 松橋 利光

メッシ ハンデをのりこえた小さなヒーロー マイケル・パート ねんねのおとがきこえるよ きたやま ようこ

キャベたまたんていちんぼつ船のひみつ 三田村 信行 おばけもこわがるおばけ 内田 麟太郎

かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原 ゆたか ジェーンとキツネとわたし イザベル・アルスノー

ぞくぞく村のランプの精ジンジン 末吉 暁子 シルヴィーどうぶつえんへいく ジョン・バーニンガム

ジャレットのきらきら魔法 あんびる やすこ キリンのセラフィナ ロラン・ド・ブリュノフ

魔女バジルとなぞのほうき星 茂市 久美子 One キャサリン・オートシ

スモーキー山脈からの手紙 バーバラ・オコーナー せんそうしない たにかわ しゅんたろう

アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 D.D.エヴェレスト 杉原千畝と命のビザ 自由への道 ケン・モチヅキ
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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
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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 健康長寿の本健康長寿の本健康長寿の本健康長寿の本
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