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ノッキンオン・ロックドドア 青崎 有吾 すみれ野 今井 絵美子

眩(くらら) 朝井 まかて 研鑽 上田 秀人

ままならないから私とあなた 朝井 リョウ 真夜中のパン屋さん　⑤ 大沼 紀子

サブマリン 伊坂 幸太郎 始末 佐伯 泰英

うめ婆行状記 宇江佐 真理 完本密命　巻之⑪ 佐伯 泰英

海の見える理髪店 荻原 浩 恋し撫子 篠 綾子

杏奈は春待岬に 梶尾 真治 20の短編小説 小説トリッパー編集部

天下一の軽口男 木下 昌輝 緋色のしごき 高城 実枝子

アカガミ 窪 美澄 岬にて 乃南 アサ

モップの精は旅に出る 近藤 史恵 笛吹川 藤原 緋沙子

アンと青春 坂木 司 探偵の鑑定　①② 松岡 圭祐

大きくなる日 佐川 光晴 ガルブレイス 伊東 光晴

砂丘の蛙 柴田 哲孝 天使とは何か 岡田 温司

彼女に関する十二章 中島 京子 鎌倉幕府と朝廷 近藤 成一

疾風に折れぬ花あり 中村 彰彦 プーチンとG8の終焉 佐藤 親賢

恩讐の鎮魂曲(レクイエム) 中山 七里 食の人類史 佐藤 洋一郎

辛夷の花 葉室 麟 禅の教室 藤田 一照

暗幕のゲルニカ 原田 マハ

緑衣のメトセラ 福田 和代

バベル九朔 万城目 学 うかる!行政書士必修項目100　2016年度版 伊藤塾

風聞き草墓標 諸田 玲子 海外VIP1000人を感動させた外資系企業社長の「おもてなし」術 高橋 克典

家族が片づけられない 井上 能理子 JAPAN CLASS ジャパンクラス編集部

質問老いることはいやですか? 落合 恵子 県庁そろそろクビですか? 円城寺 雄介

ダーリンは70歳 西原 理恵子 憲法の涙 井上 達夫

老境の美徳 曽野 綾子 EU騒乱 広岡 裕児

マリコ、炎上 林 真理子 緊急解説マイナス金利 清水 功哉

家族という名のクスリ 金 美齢

大学受験案内　2017年度用 晶文社学校案内編集部集

寒い夜 巴金 老後親子破産 NHKスペシャル取材班

過ぎ去りし世界 デニス・ルヘイン スッキリわかる!自治体財政のきほん 武田 正孝

報復 ドン・ウィンズロウ 通貨の未来 円・ドル・元 英『エコノミスト』編集部

風と共に去りぬ　⑥ マーガレット・ミッチェル 日本の女性議員 三浦 まり

ニュースの“なぜ?”は世界史に学べ 茂木 誠

子どものアトピー性皮膚炎正しい治療法 江藤 隆史

ゆるめる力 骨ストレッチ 松村卓

　　　　

 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

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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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28年5月号 3/26～4/25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。)



小さな本の大きな世界 長田 弘 日本海その深層で起こっていること 蒲生 俊敬

世界の不思議な図書館 アレックス・ジョンソン 科学の知識と英語を身につける 臼井 俊雄

幸せになる勇気 岸見 一郎 電力自由化で何が変わるか 小澤 祥司

感度の高い仕事人は断捨離じょうず。 やました ひでこ 美しき捕食者(プレデター)サメ図鑑 田中 彰

幕末遣外使節物語 尾佐竹 猛 図解決定版すい臓の病気と最新治療&予防法 伊佐地 秀司

自転車で見た三陸大津波 武内 孝夫 図解よくわかるパーキンソン病の最新治療とリハビリのすべて 作田 学

学者は平気でウソをつく 和田 秀樹 ウルトラ図解甲状腺の病気 伊藤 公一

今日が人生最後の日だと思って生きなさい 小澤 竹俊

得する家事 あのニュースで得する人損する人

新宿駅はなぜ1日364万人をさばけるのか 田村 圭介 日々きもの 着物屋くるり

SMAP解散騒動の全内幕 常田 裕 切らずにできる着物の作り帯 和らく会

5音で弾けちゃう!ジャズ/フュージョン・ギター 宮脇 俊郎 エプロンとエプロンみたいなワンピース 藁谷 真生

俺が叩いた。 村上“ポンタ”秀一 季節のおうち寿司 岡田 大介

嵐、青春プレーバック 元「嵐」側近スタッフ一同 地元パン手帖 甲斐 みのり

米朝置土産一芸一談 桂 米朝 旦那さんごはん 松村 和夏

閃きを信じて 川崎 宗則 男の“ええ加減”料理はフライパンひとつ 石蔵 文信

その英語、ネイティブには失礼です デイビッド・セイン ジャムの本 田中 博子

ニューエクスプレスビルマ語（ＣＤ付） 加藤 昌彦 haru_mi　vol.39(2016春) 栗原 はるみ

失われた甲子園 赤坂 英一

赤崎水曜日郵便局 楠本 智郎著

SNS時代の文章術 野地 秩嘉 よろず占い処陰陽屋恋のサンセットビーチ 天野 頌子

ジャパンタイムズ・ニュースダィジェスト　Vol.59(2016.3)ジャパンタイムズ エベレスト・ファイル マット・ディキンソン

1歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方 神林 博史

保健室の恋バナ+α 金子 由美子

島根の原発・エネルギー問題を問いなおす　上園　昌武 植物はなぜ動かないのか 稲垣 栄洋

国立公園　大山 大山の頂上を保護する会

砂丘LA MODE 植田 正治

あったかいな くすのき しげのり

いいわけサウルス おおなり 修司

図書館のひみつ 高田 高史 いろいろおすし 山岡 ひかる

超びっくり!奇妙で妖しい?錯覚美術館 MONALISA えぞふくろうふぶきをのりこえる 手島 圭三郎

弥生時代のサバイバル 市川 智茂 おかんとおとん 平田 昌広

ニュースに出てくる国際組織じてん①②③ 池上 彰 幼い子は微笑む 長田 弘

NHKダーウィンが来た!　⑩ NHK「ダーウィンが来た!」 おはなをあげる ジョナルノ・ローソン

道具からみる昔のくらしと子どもたち　①②③ 須藤 功 ガスこうじょうききいっぱつ シゲリ カツヒコ

ポケモン空想科学読本　① 柳田 理科雄 数ってどこまでかぞえられる? ロバート・E.ウェルズ

ウナギのいる川いない川 内山 りゅう かばのさら・ばらのかさ 石津 ちひろ

合わせだしで世界のごちそう 宮沢 うらら じてんしゃギルリギルリ 角野 栄子

らくごでことわざ笑辞典 斉藤 洋 そりゃあもういいひだったよ 荒井 良二

くろねこのどん 岡野 かおる子 なみだはあふれるままに 内田 麟太郎

父さんはドラゴン・パティシエ 柏葉 幸子 バンブルアーディ モーリス・センダック

オバケ屋敷にお引っ越し 富安 陽子 もっと恐竜とあそぼう! 黒川 みつひろ

おしりたんてい やみよにきえるきょじん トロル 妖怪バス旅行 広瀬 克也

クマと家出した少年 ニコラ・デイビス 路線バスしゅっぱつ! 鎌田 歩
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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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