
不発弾 相場 英雄

救急病院 石原 慎太郎

物件探偵 乾 くるみ 悪夢に架ける橋 赤川 次郎
終りなき夜に生れつく 恩田 陸 自薦THEどんでん返し　② 乾 くるみ
北斎まんだら 梶 よう子 心霊探偵八雲 神永 学

ぼくの死体をよろしくたのむ 川上 弘美 旅立ちぬ 佐伯 泰英

黒い結婚 白い結婚 窪 美澄 ふんわり穴子天 坂井 希久子

回帰 今野 敏 椎名誠超常小説ベストセレクション 椎名 誠

かわうそ堀怪談見習い 柴崎 友香 報い 堂場 瞬一
紙のピアノ 新堂 冬樹 幽霊舟 鳥羽 亮

秋山善吉工務店 中山 七里 裏切りの中央本線 西村 京太郎

立川忍びより 仁木 英之 火花 又吉 直樹

芝公園六角堂跡 西村 賢太 ビブリア古書堂の事件手帖　⑦ 三上 延
成功者K 羽田 圭介 私たちは生きているのか? 森 博嗣
風のかたみ 葉室 麟 王様でたどるイギリス史 池上 俊一

騎士団長殺し　第１部，第２部 村上　春樹 ウニはすごいバッタもすごい 本川 達雄

出会いなおし 森 絵都 人はなぜ物語を求めるのか 千野 帽子

今ひとたびの、和泉式部 諸田 玲子 余はいかにしてキリスト信徒となりしか 内村 鑑三

ガーディアン 薬丸 岳

松江・出雲

犬とペンギンと私 小川 糸 石見の民話　第１集，第２集 大庭 良美

孤独論 田中 慎弥 「名城歩き」徹底ガイド

農を棄てたこの国に明日はない 野坂 昭如

人生がはかどる「ふせんノート」 坂下 仁

長い夢 リチャード・ライト これからはじめるワード&エクセルの本 門脇 香奈子

ブラックボックス フランシスコ・ナルラ 3.11を心に刻んで　2017 岩波書店編集部

ふたつの海のあいだで カルミネ・アバーテ 簡素な生き方 シャルル・ヴァグネル

人生は曇りときどき晴れがちょうどいい 斎藤 茂太

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 山中 伸弥

リアルイラストでスラスラわかる建築基準法 ユーディーアイ確認検査 わたしの好きな仏さまめぐり 瀬戸内 寂聴

はじめての相続・遺言100問100答 天野 隆 心が豊かになるマザー・テレサ聖人の言葉 沖 守弘

インターネット新時代の法律実務Q&A 田島 正広 江戸・明治の古地図からみた町と村 金田 章裕

女城主「直虎」の謎 原口 泉

皇室がなくなる日 笠原 英彦

職場の問題地図 沢渡 あまね 日産の創業者 鮎川義介 宇田川 勝

労働者派遣法 鎌田 耕一 世界一周女子旅BOOK 世界一周NAVI編集部

クックパッドデータから読み解く食卓の科学 中村 耕史 わたしのしあわせ温泉時間 金 裕美

トップ販売員が使っている売れる販売心理術 有村 友見 日本のふるさと百景 日本絶景倶楽部

文庫・新書 

ビジネスの本 

日本の文学・小説 

外国の小説 

エッセイ 

あたらしく 
入った本 
 

平成29年4月号 2/25～3/24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 

法律情報の本 

米子市立図書館 
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どこまでやるか、町内会 紙屋 高雪 日本発「ロボットAI農業」の凄い未来 窪田 新之助

自分とは違った人たちとどう向き合うか ジグムント・バウマン これで失敗しない家庭菜園Q&A 藤田 智

メディアの歴史 ヨッヘン・ヘーリッシュ すべての猫はセラピスト 眞並 恭介

「意識高い系」の研究 古谷 経衡 世界一やさしいアフィリエイトの教科書1年 染谷 昌利

母娘(ははこ)問題 おぐら なおみ “羽田の空”100年物語 近藤 晃

「お絵かき」の想像力 皆本 二三江 ぼくの美術ノート 原田 治

イギリス絵本留学滞在記 正置 友子

オールド・ノリタケ 井谷 善惠著

シュレディンガーの猫 アダム・ハート=デイヴィス ポール・マッカートニー ザ・ライフ フィリップ・ノーマン

身近に潜む危ない化学反応 齋藤 勝裕 不可能を可能にする大谷翔平120の思考 大谷 翔平

宇宙には、だれかいますか? 佐藤 勝彦 一人を楽しむソロキャンプのすすめ 堀田 貴之

日本列島100万年史 山崎 晴雄 ゆっくり話すだけで、もっと伝わる! 浅沼 道郎

小さき生きものたちの国で 中村 桂子 美しい日本語 金田一 春彦

ダム大百科 萩原 雅紀 今すぐ役立つフランス語の日常基本単語集 近藤 野里

スッキリ!がってん!感知器の本 伊藤 尚

日本の工芸を元気にする! 中川 政七

おさよさんの無理なくつづく家事ぐせ おさよさん 脳が活性化する!世界の名画間違いさがし 主婦の友社

浜内千波のやせるおかず 浜内 千波 健康寿命が10年延びるからだのつくり方 園部 俊晴
マンガで読む人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵 老いるほど若く見える健康法 石原 結實

認知症にならない人がやっているスッキリ脳 羽生 春夫 ぼくらのエコー 荒井 良二

変形性ひざ関節症 八木 貴史 みどりの町をつくろう アラン ドラモンド

知れば怖くない本当のがんの話 中川 恵一 流木のいえ 石川 えりこ

ともだちなんかいらない 内田 麟太郎

こまったこぐま こまったこりす かこ さとし

元気に赤ちゃんが育つ妊婦ごはん 長澤 池早子 くろねこトミイ 神沢 利子

0歳からのアドラー流怒らない子育て 三宅 美絵子 100えんのにじ くすのき しげのり

きょうりゅうたちがけんかした ジェイン・ヨーレン

生きる 谷川 俊太郎

心やさしく賢い子に育つみじかいおはなし366 小学館 サミーとサルルのはじめてのおまっちゃ 永井 郁子

宗教ってなんだろう? 島薗 進 あからん 西村 繁男

これだけはしっておきたい日本地図 稲葉 茂勝 えほん図鑑へんてこ!りくのぜつめつどうぶつ はた こうしろう

つたえちゃ王 金子 修 白い花びら やえがし なおこ

ぜんぶわかる118元素図鑑 子供の科学編集部 どこにいるかな?のやまのむしたち 安田 守

どこにいるのイリオモテヤマネコ 横塚 眞己人

ミャンマーで米、ひとめぼれを作る 橋本 玲

ワクワクお花屋さん気分 今野 政代 どこまでも生きぬいて 水谷 修

俳句でみがこう言葉の力　①②③④ 小山 正見 女子の給料&職業図鑑 給料BANK

ひかりあつめて 杉本 深由起 中学英語で日本を紹介する本 デイビッド・セイン

天の川のラーメン屋 富安 陽子 The wizard of Oz（英語版）オズの魔法使い L. Frank Baum

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　⑦ 廣嶋 玲子 Anne of Green Gables（英語版）赤毛のアン L.M. Montgomery

カリブの巨大ザメ メアリー・ポープ・オズボーン Finn family Moomintroll（英語版）たのしいムーミン一家 Tove Jansson

あたしのクオレ　上・下 ビアンカ・ピッツォルノ
  英語の本がたくさん入りました！多読学習にご利用ください！

社会科学 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 健康情報の本 

健康長寿の本 

子育て支援の本 


