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だれもが知ってる小さな国 有川 浩 最後の花束 乃南 アサ

下町ロケット　② 池井戸 潤 さよならブルートレイン ミステリー文学資料館

人魚の眠る家 東野圭吾 内房線の猫たち 西村 京太郎

ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原 浩 狐舞 佐伯 泰英

家へ 石田 千 陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂 幸太郎

寮生 今野 敏 政争 上田 秀人

明治・金色キタン 畠中 恵 暴力刑事 小杉 健治

リクと白の王国 田口 ランディ 恵みの雨 井川 香四郎

陽だまりの天使たち 馳 星周 江戸味わい帖　料理人篇 池波 正太郎　他

ウォーク・イン・クローゼット 綿矢 りさ 蘭陵王の恋 平岩 弓枝

あこがれ 川上 未映子 神の水 パオロ・バチガルピ

ボス・イズ・バック 笹本 稜平 京都の神社と祭り 本多 健一

わが心のジェニファー 浅田 次郎 生命保険とのつき合い方 出口 治明

きらきら眼鏡 森沢明夫 雇用身分社会 森岡 孝二

わかれ 瀬戸内 寂聴 地図と愉しむ東京歴史散歩　お屋敷のすべて篇 竹内 正浩

Killers　【上】【下】 堂場 瞬一 検証安倍イズム 柿崎 明二

ペンギンを愛した容疑者 大倉 崇裕 水中考古学 井上 たかひこ

世にも奇妙な君物語 朝井リョウ 戦国武将の実力 小和田 哲男

墓標なき街 逢坂 剛

冬の光 篠田 節子

地に巣くう あさのあつこ 書店主フィクリーのものがたり ガブリエル・ゼヴィン

捨てる 大崎 梢 他 嵐 ル・クレジオ

105歳の料理人ローズの愛と笑いと復讐 フランツ=オリヴィエ・ジズベール

ムシェ 小さな英雄の物語 キルメン・ウリベ

おれたちを笑え! 椎名 誠
100歳になっても!これからもっと幸せなひと 吉沢 久子

ずっしり、あんこ 青木 玉　他 HAPPY♥離乳食&幼児食ガイドBOOK 太田 百合子

世の中は偶然に満ちている 赤瀬川 原平 おなかの赤ちゃんと話そう 山内 ちえこ

「芸」と「能」 清水 ミチコ

図書室で暮らしたい 辻村 深月
子どもが喜ぶ食物アレルギー安心レシピ 千葉 友幸
骨・関節・靱帯・神経・血管の触診術の基本 齋藤 昭彦

戦争はさせない 鎌田 慧 大人のアスペルガー自閉症スペクトラム障害 司馬 理英子

プーチンの実像 朝日新聞国際報道部 がんのPET検査がわかる本 安田 聖栄

こころ動かす経済学 日本経済新聞社 アレルゲン特定原材料27品目不使用アレンジ 河村 郁奈子

森のようちえん的子育てのすすめ 内田 幸一 認知症新時代 毎日新聞生活報道部

限界費用ゼロ社会 ジェレミー・リフキン 娘になった妻、のぶ代へ 砂川 啓介

ドーナツの歴史物語 ヘザー・デランシー・ハンウィック 腎機能を守る!下げない!54のコツ 山縣 邦弘

　　　　

 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12月号 10/26～11/25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



読書の指導と学校図書館 小川 三和子 秋津先生、長生きするには何を食べたらいいですか？ 秋津 壽男

サンタクロースの部屋 松岡 享子 病気にならないカラダ温めごはん 川嶋 朗

お寺さん入門 洋泉社 脳が若返る!楽しいゆび編み 篠原 くにこ

天皇皇后両陛下祈りの旅路 NHK出版 一〇〇歳が聞く一〇〇歳の話 日野原 重明

ひとりでいること みんなとすること 松浦 弥太郎 心は少年、体は老人。 池田 清彦

東京青山霊園物語 立元 幸治

物理学者池内了×宗教学者島薗進 科学・技術の危機 池内 了

狭くても心地よい雑木のある小さな庭づくり 栗田 信三 私たちはどこから来て、どこへ行くのか 森 達也

球根の花スタートBOOK 栃の葉書房 シャバーニ! 東山動植物園

クジラコンプレックス 石井 敦 住まいの思考図鑑 佐川 旭

うさぎと楽しく遊べる本 町田 修 モノは好き、でも身軽に生きたい。 本多 さおり

藤城清治の旅する影絵 日本 藤城 清治 羊毛フェルトで作るポーチ&がまぐち ブティック社

江戸のしかけ絵本 佐久間 保明 子どもの着ぐるみ服 野木 陽子

内藤ルネ 内藤 ルネ おふくろの味定番100 NHK出版

義太夫を聴こう 橋本 治 よりぬきおかずスープ 藤井 恵

岡本喜八の前映画 小林淳 フルーツのサラダ&スイーツ 小堀 紀代美

三谷幸喜 キネマ旬報社 大人のほろ酔いチョコレート 高橋 里枝

一生使える、一筆箋の美しいマナーと言葉 むらかみ かずこ グルテンフリーのお菓子 上原 まり子

戦後新聞広告図鑑 町田 忍 受け継ぐ暮らし 坂井 より子

私の好きな「料理道具」と「食材」 渡辺 有子

最新パート・派遣・請負をめぐる法律知識 木島 康雄

売れる!楽しい!「手書きPOP」のつくり方 増澤 美沙緒 すごい!鳥取市100 SUGO!BOOK すごい!鳥取市プロジェクト

ここをチェック!ネットビジネスで必ずモメる法律問題 中野 秀俊 山陰の波止釣り総ガイド　２０１５ よなごプレス社

「ありがとう」と言われる接客・販売の教科書 川崎 真衣

訪日外国人集客・販売ガイド 坂本 剛

はじめてでもスイスイわかる!経理「超」入門 加藤 幸人 10代からの哲学図鑑 マーカス・ウィークス

公務員をめざす人の本　'17年版 北里 敏明 AKB48、被災地へ行く 石原 真

社長・人事・総務のための新しい採用活動の本 牧 伸英

地域ブランディング実例集 枻出版社

おはよう!しゅうしゅうしゃ 竹下 文子

プリンちゃんとブラウニーとうさん なかがわ ちひろ

世界一おもしろい数の本 カリーナ・ルアール ばななせんせいとおえかき 得田 之久

ここで土になる 大西 暢夫 ぼくらちきゅうじんだいひょう! くすのき しげのり

世界でいちばん貧しい大統領からきみへ ホセ・ムヒカ つんつくせんせいとかさじぞう たかどの ほうこ

ニホンカワウソはつくづく運がわるかった?! 熊谷 さとし オニのサラリーマン 富安 陽子

レッド・フォックス チャールズ・G.D.ロバーツ 風来坊の子守歌 川端 誠

怪談オウマガドキ学園　⑭⑮ 常光 徹 くじらさんのーたーめならえんやこーら 内田 麟太郎

スプーンは知っている 新藤 悦子 オオサンショウウオみつけたよ にしかわ かんと

ニレの木広場のモモモ館 高楼 方子 パディントンのマーマレード迷路 マイケル・ボンド

べんり屋、寺岡の冬。 中山 聖子 ちいさなかいじゅうモッタ イヴォンヌ・ヤハテンベルフ

北風のうしろの国　【上】【下】 ジョージ・マクドナルド 女王さまのぼうし スティーブ・アントニー

ディキシーと世界一の赤い車 シャーリー・ヒューズ もうぬげない ヨシタケ シンスケ

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 健康長寿の本健康長寿の本健康長寿の本健康長寿の本

郷土の本郷土の本郷土の本郷土の本


