
サイレンス 秋吉 理香子

銀の猫 朝井 まかて

花を呑む あさの あつこ 鬼平犯科帳　①②③ 池波 正太郎
向こうがわの蜂 池永 陽 居酒屋お夏　⑥ 岡本 さとる
東京クルージング 伊集院 静 鴨川食堂おまかせ 柏井 壽

雪つもりし朝 植松 三十里 大晦り 佐伯 泰英

なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國 香織 大江戸猫三昧 澤田 瞳子

隠す 大崎 梢　他 美は乱調にあり 瀬戸内 寂聴

不時着する流星たち 小川 洋子 あきない世傳金と銀　③ 高田 郁
失われた地図 恩田 陸 悲衛伝 西尾 維新

テロリストの処方 久坂部 羊 使の者の事件帖　⑤ 誉田 龍一

主君 高殿 円 まぼろしのお好み焼きソース 松宮 宏

錯迷 堂場 瞬一 静かな炎天 若竹 七海
翼がなくても 中山 七里 文明は<見えない世界>がつくる 松井 孝典
本を守ろうとする猫の話 夏川 草介 落語と歩く 田中 敦

結物語 西尾 維新 漫画坊っちゃん 近藤 浩一路

星をつける女 原 宏一 黄金の時刻(とき)の滴り 辻 邦生

サロメ 原田 マハ あなたのキャリアのつくり方 浦坂 純子

罠に落ちろ 藤田 宜永
ついに、来た? 群 ようこ

サンライズ・サンセット 山本 一力 101人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社

合理的にあり得ない 柚月 裕子 女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶 恵子

アラスカを追いかけて ジョン・グリーン

二番がいちばん D.H.ロレンス

抱きしめられたい。 糸井 重里
人生の踏絵 遠藤 周作

山猫珈琲　下巻 湊 かなえ 知の仕事術 池澤 夏樹

夢の叶え方を知っていますか? 森 博嗣 頭のよさはノートで決まる 齋藤 孝

ローカルブックストアである 大井 実

図書館徹底活用術 寺尾 隆

私たちが姉妹だったころ カレン・ジョイ・ファウラー テレビじゃ言えない ビートたけし

ビリー・リンの永遠の一日 ベン・ファウンテン カント美と倫理とのはざまで 熊野 純彦

ドラゴンの塔　上・下 ナオミ・ノヴィク 意思決定の心理学 阿部 修士

深い穴に落ちてしまった イバン・レピラ 自分の時間を取り戻そう ちきりん

仏教の大意 鈴木 大拙

忍者の末裔 高尾 善希

中国山地過疎50年 中国新聞取材班 江戸の家計簿 磯田 道史

鳥取の民話 稲田 和子 チェ・ゲバラ名言集 エルネスト・チェ・ゲバラ

米子を走った電車 白土 貞夫 私なりに絶景 宮田 珠己

植田正治作品集 植田 正治 給食のおばさん、ブータンへ行く! 平澤 さえ子

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3月号 1/24～2/24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“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/ 



北朝鮮入門 礒崎 敦仁 ITと熟練農家の技で稼ぐAI農業 神成 淳司

AIが同僚 日経トップリーダー 野菜の病害虫ハンドブック 草間 祐輔

移住女子 伊佐 知美 ワル猫だもの 南幅 俊輔

一億総貧困時代 雨宮 処凛 羊飼いの暮らし ジェイムズ・リーバンクス

本番に強い子の育て方 森川 陽太郎 鉄道「大百科」の時代 南 正時

大江戸の色彩 城 一夫 浮世絵にみる江戸美人のよそおい 村田 孝子

聖書と名画 中村 明子

デジタル一眼レンズ&構図早わかりQ&A150 河野 鉄平

スウガクって、なんの役に立ちますか? 杉原 厚吉 野村万蔵の狂言へござれ 野村 万蔵

生命の内と外 永田 和宏 夢はみるものではなく、かなえるもの 澤 穂希

なぜ・どうして種の数は増えるのか Peter R.Grant 四季をいつくしむ花の活け方 谷 匡子

世界で一番美しいフクロウの図鑑 マイク・アンウィン 会話がはずむ雑談力 齋藤 孝

図解でわかるISO9001のすべて 大浜 庄司 書く力 池上 彰

世界の天空の城 アフロ 外国語ができなくてもおもてなしできる! 大橋 美紀　他

美肌のために、知っておきたい化粧品成分表 久光 一誠

未開封の包装史 林 健男

節約の9割は逆効果 横山 光昭 老いない体 寺門 琢己

毎日ラクするつくりおき弁当 tami　他 「好きなこと」で、脳はよみがえる 瀧 靖之

クックパッドまりも1016の大好評お菓子 marimo イラストでわかる介護知らずの体のつくり方 山田 佐世子

初めての人のためのビジネス著作権法 牧野 和夫 腸をきたえてアレルギーを治す 藤田 紘一郎

われわれはいかに働きどう生きるべきか P.F.ドラッカー 忘れんぼさんへのマナー ジョアン・サウアーズ

困った!どうする?店長2万人のクレーム解決術 外食相談研究会 ADHDでよかった 立入 勝義

育脳まとめ。 主婦の友社 介護保険のしくみ・サービス 矢下 文江

寝かしつけまとめ。 主婦の友社 人生100年時代シニアの賢い生き方 治田 秀夫

地方公務員のための法律入門 松村 享

モノのはじまりえほん 荒俣 宏

大正時代のサバイバル 柏葉 比呂樹 たまごにいちゃんとたまごねえちゃん あきやま ただし

わたしのまちが「日本一」事典 青山 やすし ジャッキーのしあわせ あだち なみ

だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび 加古 里子 シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル

理科のお話366 小森 栄治 カイとカイサのぼうけん エルサ・ベスコフ

透視絵図鑑なかみのしくみ　大きな建物 こどもくらぶさん あしたから1ねんせい きむら ゆういち

獣医師の一日 WILLこども知育研究所 ちっちゃなちっちゃなものがたり ジェイコブズ

はじめての浮世絵　①②③ 深光 富士男 だんご屋政談 春風亭 一之輔

あそぼう、ヨーヨー JYYA おなかのかわ 瀬田 貞二

さてさて、きょうのおはなしは… 瀬田 貞二 よるのこどものあかるいゆめ たにかわ しゅんたろう

サバンナのいちにち 斉藤 洋 きょうはたんじょうび 中川 ひろたか

ぞくぞく村のにじ色ドラゴン 末吉 暁子 塩田の運動会 那須 正幹

アーチー・グリーンと錬金術師の呪い D.D.エヴェレスト きょうのおやつはなんだろな? ふじもと のりこ

バクのバンバン、船にのる ポリー・フェイバー とらさんおねがいおきないで ブリッタ・テッケントラップ

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 

法律情報の本 子育て支援の本 


