
ダブル・ミステリ 芦辺 拓

殺し屋、やってます。 石持 浅海

走狗 伊東 潤 青春の門　第8部 五木 寛之
七月に流れる花 恩田 陸 参勤 上田 秀人
クラウドガール 金原 ひとみ 家電の神様 江上 剛

サーベル警視庁 今野 敏 珈琲店タレーランの事件簿　⑤ 岡崎 琢磨

春に散る　上・下 沢木 耕太郎 鬼役　⑳ 坂岡 真

やみ窓 篠 たまき 家宝の鈍刀(なまくら) 千野 隆司

さまよえる古道具屋の物語 柴田 よしき 怒髪の雷 鳥羽 亮
美しい国への旅 田中 慎弥 空と海と陸を結ぶ境港 西村 京太郎

月のぶどう 寺地 はるな 水鏡推理　⑤ 松岡 圭祐

時が見下ろす町 長岡 弘樹 松本清張ジャンル別作品集　⑥ 松本 清張

幻庵　上・下 百田 尚樹 欺瞞のテロル 渡辺 裕之
探偵は女手ひとつ 深町 秋生 阿蘭陀おせち 和田 はつ子
大鮃 藤原 新也 漱石のこころ 赤木 昭夫

きみといたい、朽ち果てるまで 坊木 椎哉 俳句世がたり 小沢 信男

ネコと昼寝 群 ようこ 入門!進化生物学 小原 嘉明

まひるまの星 吉永 南央 悩みいろいろ 金子 勝

直虎の城 山名 美和子 「母と子」という病 高橋 和巳

カズサビーチ 山本 一力 ニーチェみずからの時代と闘う者 ルドルフ・シュタイナー

ハリネズミ乙女、はじめての恋 令丈 ヒロ子
私をくいとめて 綿矢 りさ

るるぶ山陽山陰ベスト　'17

鳥取・島根のリーディング企業　２０１７

かぐや姫はいやな女 椎名 誠
ぐうたら上等 中野 翠

文化と政治を結んで 不破 哲三 僕らが毎日やっている最強の読み方 池上 彰

山猫珈琲　上 湊 かなえ 気がついたらいつも本ばかり読んでいた 岡崎 武志

おかんメール　⑥ 『おかんメール』制作委員会

ジャーナリスト後藤健二 栗本 一紀

王様のためのホログラム デイヴ・エガーズ アドラー心理学を語る　①② 野田 俊作

さあ、見張りを立てよ ハーパー・リー 悩み・不安・怒りを小さくするレッスン 中島 美鈴

書簡の時代 アントワーヌ・コンパニョン 1週間に1つずつ。毎日の暮らしが輝く52の習慣 ブレット・ブルーメンソール

本を読むひと アリス・フェルネ 心の嵐を青空に 美輪 明宏

宣教師ザビエルと被差別民 沖浦 和光

教養としての「世界史」の読み方 本村 凌二

いじめのある世界に生きる君たちへ 中井 久夫 龍馬の「八策」 松浦 光修

正しい目玉焼きの作り方 森下 えみこ お母さん、旅はじめました 後藤 由紀子

バスケットボールドリブルトレーニングブック 鈴木 良和 ブラタモリ　⑤⑥ NHK「ブラタモリ」制作班

紅のトキの空 ジル・ルイス 日本でいちばん美しい村 MdN編集部

　

文庫・新書 

日本の文学・小説 

外国の小説 

エッセイ 

ヤングアダルト 

あたらしく 
入った本 
 

平成29年2月号 12/26～1/23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。) 
 

総記・哲学・宗教・歴史・旅 

郷土の本 

米子市立図書館 
電話 0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ 0859-22-2637  
Eメール jimu5000＠yonago-tosyokan.jp   
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://ｗｗｗ.yonago-toshokan.jp/ 



とりあたまGO　モンスター襲来!編 西原 理恵子 産業遺産JAPAN 前畑 洋平

トランプ新大統領誕生で世界はこうなる 田原 総一朗 ニワトリ アンドリュー・ロウラー

誰も教えてくれなかった!「確定拠出年金」 横山 光昭 図解実家の「空き家問題」をズバリ解決する 牧野 知弘

下流老人　続 藤田 孝典 古代日本の情報戦略 近江 俊秀

骸骨考 養老 孟司 回想私の手塚治虫 峯島 正行

これ一冊で完ぺき!マナーのすべてがわかる便利手帳 岩下 宣子 水木しげると妖怪の哲学 甲田 烈

紙で作るミニチュアフード 内藤 貴子

スター・ウォーズ制作現場日誌 ジョン・ノール

日本美人の七十二候 山下 景子 近代オリンピックのヒーローとヒロイン 池井 優

図解世界自然遺産で見る地球46億年 目代 邦康 広島カープ最強伝説の幕開け 大野 豊

生物進化とはなにか? 伊勢 武史 再発!それでもわたしは山に登る 田部井 淳子

ネコがこんなにかわいくなった理由 黒瀬 奈緒子 手話を言語と言うのなら 森 壮也

日本の最も美しい教会 八木谷 涼子 俗語発掘記消えたことば辞典 米川 明彦

薪ストーブと暮らす 基礎からレッスンはじめての韓国語 ちょん ひょんしる

負けてたまるか!国産旅客機を俺達が造ってやる 小西 透

白洲正子のおしゃれ 白洲 正子

パリジェンヌより綺麗になる! 岩本 麻奈 世界中の長寿郷に学ぶ健康寿命120歳説 船瀬 俊介

ごちそうつくりおきレシピ 蓮池 陽子 思いだしトレーニング大人の常識・雑学もの知りテスト 朝日脳活ブックス編集部

作り続けたいクッキーの本 新田 あゆ子

あえて選んだせまい家 加藤 郷子

脳梗塞 岡田 靖

幸せながん患者 森山 紀之

就職四季報　2018年版 東洋経済新報社 「認知症時代」を生きる 渡辺 正樹

売れるキャラクター戦略 いとう としこ

すべては書くことから始まる 坂東 眞理子

最新月数ごとに「見てわかる!」育児新百科mini 杉本 充弘

孫育て一年生 棒田 明子

北極・南極探検の歴史 Maxine Snowden

憲法くん 松元 ヒロ

みつけてごらん!うみのかくれんぼ 吉野 雄輔 だるまちゃんとにおうちゃん 加古 里子

湿地生物のサバイバル 洪 在徹 ばあばは、だいじょうぶ 楠 章子

調べてみよう都道府県の特産品　調味料編 都道府県の特産品編集室 人と出会う場所 小松 義夫

クマ大図鑑 小池 伸介 へんてこだより 斉藤 洋

地野菜/伝統野菜 堀 知佐子 おまるにぴょん、できるかな! サリー・ロイド=ジョーンズ

美術館のひみつ 草薙 奈津子 スーパートラック スティーヴン・サヴェッジ

使って覚える記号図鑑 白鳥 敬 クマですが、イヌです ダイアン・フォックス

けん玉道の師・藤原一生物語 おち まさ子 フローレンス・ナイチンゲール デミ

英語好きな子に育つたのしいお話365 小学生のための英語教育研究グループ ちびのミイ、かいぞくになる? トーベ・ヤンソン

ルルとララのアロハ!パンケーキ あんびる やすこ だじゃれ十二支 中川 ひろたか

にっこりおすしとわさびくん 佐川 芳枝 おいしいふくやさん のし さやか

おとのさま、スキーにいく 中川 ひろたか オズのまほうつかい フランク・ボーム

笑い猫の5分間怪談　⑨ 那須田 淳 てのりにんじゃ 山田 マチ

あなたのとなりにある不思議　はらはら編/ぞくぞく編 日本児童文学者協会 ちかしつのなかで 横須賀 香

くろグミ団は名探偵 ユリアン・プレス 3日ずつのおくりもの レミ・クルジョン

社会科学 

ビジネスの本 

産業・藝術・スポーツ・語学 

自然科学・技術・家庭 

児童 

絵本 

健康情報の本 

健康長寿の本 

子育て支援の本 


