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韃靼の馬 辻原　登 グリーン・エコノミー 吉田　文和
パパは今日、運動会 山本　幸久 経済成長は不可能なのか 盛山　和夫
虹色と幸運 柴崎　友香 物語　食の文化 北岡　正三郎
小説山田方谷の夢 野島　透 今夜もひとり居酒屋 池内　紀
明日のマーチ 石田　衣良 刃傷 上田　秀人
骨の記憶 藤原　智美 果つる底なき 池井戸　潤
母のはなし 群　ようこ 天と地の守り人第1～3部 上橋　菜穂子
そこへ行くな 井上　荒野 涼み菓子 和田　はつ子
不可能 松浦　寿輝 虎の尾 和久田　正明
身も心も 盛田　隆二 夕映えの剣 鳥羽　亮
ふたり 小手鞠　るい 兄弟の絆 小杉　健治
ＡＲＡＫＵＲＥあらくれ 矢作　俊彦 半鐘 植松　三十里
密室晩餐会 二階堂　黎人 兄妹十手江戸つづり 芦川　淳一
与太話浮気横槍 犬飼　六岐 武士の一言 稲葉　稔
愛ある追跡 藤田　宜永
刑事の骨 永瀬　隼介
白樫の樹の下で 青山　文平
血は欲の色 沢田　ふじ子 大災害から復活する日本 副島　隆彦
ひやかし 中島　要 歴史人口学で読む江戸日本 浜野　潔
努力しないで作家になる方法 鯨　統一郎 危機と金（ゴールド） 増田　悦佐
翼 白石　一文 妻と夫の定年塾3 西田　小夜子
ダンスホール 佐藤　正午 地震保険はこうして決めなさい 清水　香
誰にも書ける一冊の本 荻原　浩 フクシマ３・１１の真実 植田　正太郎
我が家の問題 奥田　英朗 ひとりから始まるみんなのこと 西田　良枝

宮城県気仙沼発！ファイト新聞 ファイト新聞社
導入はおまかせ！わくわく行事シアター ひろば編集部

なぎさホテル 伊集院　静 美食の歴史２０００年 パトリス・ジェリネ
「こつこつ」と生きています 岸本　葉子 昭和モダンキモノ 中村　圭子
たったこれだけの家族 河野　裕子 お江戸の結婚 菊地　ひと美
すぐそこのたからもの よしもと　ばなな 読解レヴィ＝ストロース 出口　顕
水の透視画法 辺見　庸 海軍特殊潜航艇 勝目　純也

オバマの戦争 ボブ・ウッドワード

登戸研究所から考える戦争と平和 山田　朗
私たちがレイモンド・カーヴァーについて語ること サム・ハルパート
ウルフ・ホール上下 ヒラリー・マンテル
コウモリの見た夢 モーシン・ハミッド 一生働く覚悟を決めた女性たちへ 古川　裕倫
週末 ベルンハルト・シュリンク はじめての会社設立＆運営 元
セリーヌ フィリップ・ソレルス 世界一やさしいドラッカーの教科書 浅沼　宏和

コンペ・入札で勝てる提案書 水嵜　清美
会社のための災害対策マニュアル作成術 金重　凱之

萩・津和野・松江・石見銀山 仕事の話 木村　俊介
出雲殺意の一畑電車 西村　京太郎 雇用関係助成金申請・手続マニュアル 深石　圭介
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文庫文庫文庫文庫・・・・新書新書新書新書
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日本日本日本日本のののの文学文学文学文学・・・・小説小説小説小説

外国外国外国外国のののの小説小説小説小説

エッセイエッセイエッセイエッセイ

あたらしく入った本

7/1～7/25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。
　(米子図書館トップメニュー内の“新着図書”をクリックでアクセスできます。)
貸出中の本には、図書館カウンター、ホンダスくん、米子市立図書館ホームページ、携帯電話から予約がで
きます。わからない事がありましたら、職員までお尋ねください。
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停電・震災に備えるＰＣ管理術 橋本　和則 しらせ 小島　敏男
闘病記文庫入門 石井　保志 誰でも使える天体望遠鏡 浅田　英夫
知れば知るほど面白い！論語の本 佐久　協 超巨大地震に迫る 大木　聖子
シンプルに生きる ドミニック・ローホー 動物生態大図鑑 デイヴィッド・バーニー

聖地にはこんなに秘密がある 島田　裕巳 なるほど図解環境法のしくみ 中嶋　乃扶子
近畿三十六不動尊巡礼 近畿三十六不動尊霊場会 日本の西洋建築 藤森　照信
日本書紀の謎と聖徳太子 大山　誠一 エアコンのいらない家 山田　浩幸
姫たちの野望 八幡　和郎 ブルーインパルス 武田　頼政
秀吉の対外戦争 井上　泰至 ガイガーカウンターＧｕｉｄｅＢｏｏｋ 日本放射線監視隊
本音で語る沖縄史 仲村　清司 図解最新太陽光発電のすべて 桑野　幸徳
古代メソアメリカ・アンデス文明への誘い 杉山　三郎 脱原発 河合　弘之
日本百名山登山ガイド 上中下 ロボットは友だちになれるか フレデリック・カプラン
関西子どもとでかけるらくらくアウトドアスポット カーサ ｉＰａｄ２ハイパーナビゲーター 秋葉　けんた
日本の絶景 富田　文雄 おもちゃの昭和史 佐藤　安太

しあわせ節電 鈴木　孝夫
おとな帽子＋こども帽子 岡部　淳子

日本の農業が必ず復活する４５の理由 浅川　芳裕 全プロセスつき！時短おかず 浜内　千波
肥料を知る土を知る 農文協 なめらかプリンふるふるゼリーふわふわムース 越野　ゆうこ
だれでもできる！庭木・花木の剪定 玉崎　弘志 ようこそ断捨離へ やました　ひでこ

世界で一番くわしい住宅用植栽 山崎　誠子

猫との暮らしを楽しむヒント２２８ 西　イズミ

川魚飼育のすべて 秋山　信彦 職場でできるパワハラ解決法 金子　雅臣
トキワ荘最後の住人の記録 山内　ジョージ
絵本美術館のある旅 ＭＯＥ編集部
四季のカルトナージュ 佐藤　由美子
少年サッカー基本・練習・コーチング 堀池　巧 自分力を高める 今北　純一
「大相撲八百長批判」を嗤う 玉木　正之 数字とことばの不思議な話 窪薗　晴夫
シモネッタのアマルコルド 田丸　公美子 世界の教科書でよむ〈宗教〉 藤原　聖子

宇宙少年 野口　聡一
ふむふむ 三浦　しをん
今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー 今森　光彦

看取りケアの作法 村瀬　孝生 それでも僕は「現場」に行く 野口　健
うつ病の人の気持ちがわかる本 大野　裕 ＮＯ．６　♯9 あさの　あつこ
ボケは４０代に始まっていた 西道　隆臣 山のトムさん 石井　桃子
最新！がん治療 弘前大学大学院医学研究科 カイト マイケル・モーパーゴ

名医が教える「がん」治療の基礎知識1 日本医師会 二番目のフローラ　上下 イザボー・Ｓ．ウィルス

介護予防と介護する人のための口腔ケアガイドブック 日本口腔保健協会
がんと闘った科学者の記録 戸塚　洋二

おじいちゃんのふね ひがし　ちから
ぼくがきょうりゅうだったとき まつおか　たつひで
カワウソ村の火の玉ばなし 山下　明生

科学遊び大図鑑 かざま　りんぺい たどってごらん ａｃｃｏｔｏｔｏ
名探偵コナン理科ファイル天気の秘密 青山　剛昌 コックのぼうしはしっている シゲタ　サヤカ
津波ものがたり 山下　文男 わたし、くわがた 得田　之久
おしえて！さかなクン3 さかなクン モグラくんとセミのこくん ふくざわ　ゆみこ
調べる！４７都道府県 こどもくらぶ ころころにゃーん 長　新太
すっきりわかる！〈江戸～明治〉昔のことば大事典 きみたちにおくるうた バラク・オバマ
ひとりぽっちの子クジラ 柏木　恵美子 つぎのかたどうぞ 飯野　和好
ぶたのぶたじろうさん9 内田　麟太郎 海をわたったヒロシマの人形 指田　和
流れ行く者 上橋　菜穂子 ぺんぎんのたまごにいちゃん あきやま　ただし
ルルとララのふんわりムース あんびる　やすこ みんなでよいしょ あまん　きみこ
もぐらのたくはいびん 斉藤　洋 くまのオットーとえほんのおうち ケイティ・クレミンソン

夏のサイン 最上　一平 よるのえほん バーバラ・エンバリー

ロップのふしぎな髪かざり 新藤　悦子 わたしのひかり モリー・バング
クレプスリー伝説2 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ ねずみのへやもありません カイル・ミューバーン

ルルとブロントサウルス ジュディス・ヴィオースト ねこのピカリとまどのほし 市居　みか
ヴィンニイタリアへ行く ペッテル・リードベック ひとりぼっちのガブ きむら　ゆういち
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