
何様 朝井 リョウ

江戸を造った男 伊東 潤

天下を計る 岩井 三四二

よっつ屋根の下 大崎 梢 三毛猫ホームズの狂死曲(ラプソディー) 赤川 次郎

室町無頼 垣根 涼介 広域指定 安東 能明

ベルサイユの秘密 鯨 統一郎 欣喜の風 井川 香四郎

女子的生活 坂木 司 永遠(とわ)に 今井 絵美子

侍の本分 佐藤 雅美 猫と漱石と悪妻 植松 三十里

望み 雫井 脩介 明日町こんぺいとう商店街　③ 大島 真寿美　他

スローバラード 小路 幸也 居酒屋お夏　⑤ 岡本 さとる

ヒポクラテスの憂鬱 中山 七里 挑まれた戦い 沖田 正午

掟上今日子の家計簿 西尾 維新 破暁の道　上下 小杉 健治

危険なビーナス 東野 圭吾 らくだ 佐伯 泰英

メビウス・ファクトリー 三崎 亜記 二度泣いた少女 堂場 瞬一

私のスポットライト 林 真理子 襲撃者 鳥羽 亮

みかづき 森 絵都 なでしこ日和 中島 要

天晴れアヒルバス 山本 幸久 蒲生氏郷/武田信玄/今川義元 幸田 露伴

台所のラジオ 吉田 篤弘 通貨の日本史 高木 久史

鳥獣害 祖田 修

中国の論理 岡本 隆司

洗えば使える泥名言 西原 理恵子

朝からスキャンダル 酒井 順子

鋼のメンタル 百田 尚樹 プリンセス・ダイアリー　⑭ メグ・キャボット

養老孟司の人生論 養老 孟司 ミスター・メルセデス　上下 スティーヴン・キング

ふつうで素敵な暮らし方 吉沢 久子 すべての見えない光 アンソニー・ドーア

ヌメロ・ゼロ ウンベルト・エーコ

出雲の神々に出会う旅 川島 芙美子

中国地域経済の概況　2016 中国電力株式会社エネルギア総合研究 「がん」の医学百科 向山 雄人

伊勢と出雲 岡谷 公二 ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう 岡野 雄一

山中鹿之助 松本 清張 へるぱる　2016秋号
これから介護を始める人が知っておきたい介助術 田中 義行

14歳からの発達障害サバイバルブック 難波 寿和

徹底解説!アメリカ 池上 彰 地域で支える認知症 吉田 輝美

人びとの戦後経済秘史 東京新聞・中日新聞経済部 関節リウマチ 伊藤 宣

ドキュメント北方領土問題の内幕 若宮 啓文

人工知能が金融を支配する日 櫻井 豊

人生を決める「ありがとう」と「すみません」の使い分け 七條 千恵美 こうや豆腐&粉豆腐で健康・長生きレシピ 小山 有希

ここまで変わった日本史教科書 高橋 秀樹 音楽の力で脳トレ自宅でカンタン脳イキイキ音楽療法 近藤 真由

子どもに伝える行事の由来と行事食 すとう あさえ シニアのための記憶力遊び&脳トレクイズ 脳トレーニング研究会

「アクティブ・ラーニング」を考える 教育課程研究会 最新ワザ!100歳までボケない手指体操 白澤 卓二

社会科学 

文庫・新書 

日本の文学・小説 

外国の小説 

エッセイ 

健康情報の本 

あたらしく 
入った本 
平成28年10月号 

8/26～9/25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“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 

郷土の本 
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プログラムの絵本 アンク ダウンバースト 小林 文明

「孤独」のすすめ ひろ さちや 都会の里海東京湾 木村 尚

自分と毎日が輝き出す50の習慣 長谷川 朋美 ときめく微生物図鑑 塩野 正道

道を求める 和田 善明 一瞬で判断する力 若田 光一

世界史としての日本史 半藤 一利 はじめてのFC2ブログこだわりブログ作成入門 高橋 慈子

レンズが撮らえた19世紀英国 海野 弘 毎日のことだから。7分目くらいがちょうどいい 後藤 由紀子

人はなぜ星を見上げるのか 高橋 真理子 海上保安庁のおいしい船飯 海上保安協会

個性派シュガーのお菓子 柴田書店

1週間でごっそり捨てる技術 リタ・ポーレ

インドアグリーンと暮らす TRANSHIP あなたが自分らしく生きれば、子どもは幸せ 柴田 愛子

またまた猫医者に訊け! 鈴木 真

ローカル鉄道という希望 田中 輝美

ピーターラビットの世界へ 河野 芳英 中学生ブラバン天国 オザワ部長

とり年のゆる文字年賀状 宇田川 一美 『ジョジョの奇妙な冒険』で英語をもっと学ぶッ!! 荒木 飛呂彦

星野道夫 星野 直子 いい人ランキング 吉野 万理子

イチロー会見全文 国際情勢研究会

一日一日、強くなる 伊調 馨

寝るまえ5分の外国語 黒田 龍之助 私が選ぶ絵本100 マイルスタッフ

「ほぼほぼ」「いまいま」?! 野口 恵子 妊娠中の食事 細川 モモ

マタニティ・ヨガLesson スタジオ・ヨギー

「伝わる文章力」がつく本 樋口 裕一

「働きがいあふれる」チームのつくり方 前川 孝雄 おつきみ あまん きみこ

育児介護休業の実務と手続き 岡田 良則 えだまめきょうだい 苅田 澄子

アスペルガー症候群の人の就労・職場定着ガイドブック バーバラ・ビソネット わるわるイッサイ 佐々木 マキ

こじらせないための労務トラブル初動対応と解決のテクニック 岸田 鑑彦 おおどろぼうヌスート 高畠 じゅん子

人を育てるアドラー心理学 岩井 俊憲 ぼくのきんぎょをやつらがねらう! 武田 美穂

農で1200万円! 西田 栄喜 お月さまのこよみ絵本 千葉 望

カァーカァードタバタ 中村 陽子

ペネロペのたのしいハロウィン アン・グットマン

学研まんがNEW世界の歴史　別巻① そんなときどうする? セシル・ジョスリン

江戸時代のサバイバル 早川 大介 パパとママのつかいかた ピーター・ベントリー

読めばわかる!日本地理 竹林 和彦 エイハブ船長と白いクジラ マヌエル・マルソル 

こども孫子の兵法 齋藤 孝 夏のあらしとムーミントロール トーベ・ヤンソン

世界初の宇宙ヨット「イカロス」 山下 美樹

ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん 高岡 昌江

水不足のサバイバル スウィートファクトリー 法律を読む技術・学ぶ技術 吉田 利宏

試合で勝てる!小学生の柔道上達のコツ50 朝飛 大 社会人1年目からのお金の教養 泉 正人

ぴょこたんのなぞなぞめいろブック　② このみ・プラニング 家と土地のことならこの1冊 石原 豊昭

時間の女神のティータイム あんびる やすこ 安心で納得できる老後の住まい・施設の選び方 田中 元

まいごのアローおうちにかえる 竹下 文子 ふるさと納税完全ガイド　2016年最新版

真田十勇士　①②③④ 松尾 清貴 米子市市民相談課の消費者行政活性化事業の

13階だてのツリーハウス アンディ・グリフィス 一環として購入しました。是非ご利用ください。

ブーツをはいたキティのおはなし ビアトリクス・ポター

ビジネスの本 

産業・藝術・スポーツ・語学 

自然科学・技術・家庭 

ヤングアダルト 

児童 

絵本 

総記・哲学・宗教・歴史 

法律情報の本 

子育て支援の本 


