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どうぶつたちの贈り物 小川 洋子 あしたは戦争 小松 左京 ほか

死んでいない者 滝口 悠生 貸し物屋お庸　③ 平谷 美樹

赤毛のアンナ 真保 裕一 墓地展望亭・ハムレット 久生 十蘭

おせっかい屋のお鈴さん 堀川 アサコ はやぶさ新八御用旅　⑥ 平岩 弓枝

バビロンの秘文字　① 堂場 瞬一 幽霊列車 赤川 次郎

ハーメルンの誘拐魔 中山 七里 ことり 小川 洋子

ムーンナイト・ダイバー 天童 荒太 探偵の殺される夜 本格ミステリ作家クラブ

6月31日の同窓会 真梨 幸子 STプロフェッション 今野 敏

メアリー・スーを殺して 乙一 血闘!新選組 池波 正太郎

焼野まで 村田 喜代子 はぐれ文吾人情事件帖 ちぎれ雲の朝 小杉 健治

電球交換士の憂鬱 吉田 篤弘 ヤマユリワラシ 澤見 彰

アシタノユキカタ 小路 幸也 三十歳 インゲボルク・バッハマン

象は忘れない 柳 広司 人形 モー・ヘイダー

本屋稼業 波多野 聖 日本病 金子 勝

臥龍 今野 敏 古田織部 諏訪 勝則

西洋菓子店プティ・フール 千早 茜 日本鉄道史　大正・昭和戦前篇 老川 慶喜

家康、江戸を建てる 門井 慶喜 竹島 池内 敏

男の貌 夢枕 獏

浮雲心霊奇譚　② 神永 学

すしそばてんぷら 藤野 千夜 レモン畑の吸血鬼 カレン・ラッセル

溺れる月 新野 剛志 夜、僕らは輪になって歩く ダニエル・アラルコン

アラスカ戦線 ハンス=オットー・マイスナー

ドローンランド トム・ヒレンブラント

倒れるときは前のめり 有川 浩

私の人生に老後はない。 橋田 壽賀子

きれいなシワの作り方 村田 沙耶香 すきなときにすきな人とすきなところへ きょうされん利用者部会

あの日 小保方 晴子 新自治会・町内会モデル規約 中田 実

ラヴレターズ 文藝春秋 Q&A医療訴訟 大島 眞一

憲法と民主主義の論じ方 長谷部 恭男

刑罰はどのように決まるか 森 炎

トルコ 中東情勢のカギをにぎる国 内藤 正典 なぜ私は韓国に勝てたか 加藤 達也

私の「戦後民主主義」 岩波書店編集部

地方創生まちづくり大事典 竹本 昌史

反メディア論 森 達也 100歳夫婦力! 本岡 典子
猫はなぜ二次元に対抗できる唯一の三次元なのか 斎藤 環 クラフトレクの時間 ブティック社

食の日韓論 八田 靖史 大丈夫!何とかなります 物忘れは改善できる 田澤 俊明

子どもの権利条約ハンドブック 木附 千晶 老けない体は柔らかい筋肉からつくられる 坂詰 真二

樹木葬という選択 田中 淳夫 背骨を整えると脳が冴える 古久澤 靖夫

　　　　

 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

あたらしく
入った本

平成28年3月号 1/26～2/24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。)

健康長寿の本健康長寿の本健康長寿の本健康長寿の本

法律情報の本法律情報の本法律情報の本法律情報の本



ささえあう図書館 青柳 英治 発達障がいの子育てに悩むタイプ別ママの教科書 山本 登喜子

はじめて学ぶコンピュータ概論 寺嶋 廣克 「健康食品」のことがよくわかる本 畝山 智香子

アドラー100の言葉 和田 秀樹 最新!糖尿病が気になる人の本 益子 茂

歳をとるのは面白い 『PHP』編集部 35歳からのカラダルールBOOK 谷本 道哉

松平家のおかたづけ 松平 洋史子 だって更年期なんだもーん ほしば あやこ

暴力の人類史　【上】【下】 スティーブン・ピンカー

ヒラリー 岸本 裕紀子

ひとけたの数に魅せられて マーク・チャンバーランド

世界で一番美しい深宇宙図鑑 ホヴァート・スヒリング

家庭でできるおいしい柑橘づくり12か月 三輪 正幸 もっと知りたいPM2.5の科学 畠山 史郎

小品盆栽をはじめよう 梶山 富蔵 これからの暮らし方　2 エクスナレッジ

野菜品種はこうして選ぼう 鈴木 光一 みんなの家事ブック 本多 さおり

知識ゼロからの名画入門 永井 龍之介 羊毛フェルトで作る絵本の主人公 須佐 沙知子

かわいいルネサンス 池上 英洋 カルパッチョ!カルパッチョ! 旭屋出版編集部

村上隆の五百羅漢図展 村上 隆 極ラクめし ヤスナリオ

絵解き「江戸名所百人美女」江戸美人の粋な暮らし 山田 順子 夫もやせるおかず作りおき 柳澤 英子

大人の楽譜の読み方 五代 香蘭 かわいい!おいしい!園児のおべんとう 祐成 二葉

黒田博樹1球の重み 迫 勝則 スイーツ・バイブル 福田 淳子

行こう!大相撲観戦 服部 祐兒 キューブ型のお菓子とパン 荻田 尚子

あさが来た　Part2 古川 智映子 孫育ての時間 山縣 威日

大和言葉つかいかた図鑑 海野 凪子 俺たち妊活部 村橋 ゴロー

業種別審査事典　①～⑩ 金融財政事情研究会 なつかしの松江城 今岡　弘延

業界大予測　2016 洋泉社 尾崎翠を読む　講演編Ⅱ 尾崎翠フォーラム実行委員会

定年するあなたへ 佐々木 常夫
ネット活用でここまで変わる!外国人観光客を呼び込む方法 小野 秀一郎

改正労働者派遣法がわかる本 加藤 利昭 マンガがあるじゃないか 河出書房新社

新社会人の教科書 日本サービスマナー協会 理系学術研究者になるには 佐藤 成美

すごい差別化戦略 大崎 孝徳

おじょらぽん はせがわ せつこ

学研まんがNEW世界の歴史①～⑫ 近藤 二郎 ぼくはいったいなんやねん 岡田 よしたか

おしいれ電車 最上 一平 いちばんのなかよしさん エリック・カール

つくろう楽しもう学校かざり①～④ 高橋 香苗 まめまきバス 藤本 ともひこ

空から宝ものが降ってきた! 伊藤 親臣 うめじいのたんじょうび かがくい ひろし

ミュウとゴロンとおにいちゃん 小手鞠 るい のっぽのスイブル155 こもり まこと

エイプリルと魔法のおくりもの あんびる やすこ ポテトむらのコロッケまつり 竹下 文子

へっちゃらトーマス パット・ハッチンス ねこのピートはじめてのがっこう エリック・リトウィン

マンモスアカデミー　② ニール・レイトン ロベルトのてがみ マリー・ホール・エッツ

キキに出会った人びと 角野 栄子 イモリくんヤモリくん 松岡 たつひで

シロクマ号となぞの鳥　【上】【下】 アーサー・ランサム わたしのいえ カーソン・エリス

世界一のランナー エリザベス・レアード ひとりぼっちのベロニカ ロジャー・デュボアザン

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
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