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密売人 佐々木　譲 渋沢栄一 島田　昌和
癌だましい 山内　令南 大学とは何か 吉見　俊哉
ＷＡＮＴＥＤ！！かい人２１面相 赤染　晶子 夜明けのパトロール ドン・ウィンズロウ
東京観光 中島　京子 旧主再会 佐伯　泰英
よろずのことに気をつけよ 川瀬　七緒 結び豆腐 倉阪　鬼一郎
一万石の賭け 沖田　正午 釧路川殺人事件 梓　林太郎
草笛が啼く 早見　俊 千の倉より 岡本　さとる
ふがいない僕は空を見た 窪　美澄 敵討ち 小杉　健治
キモメン探偵、謎を解く 鯨　統一郎 棟居刑事の一千万人の完全犯罪 森村　誠一
ニキの屈辱 山崎　ナオコーラ 木戸の女敵騒動 喜安　幸夫
虚言少年 京極　夏彦 湿風烟る 芝村　凉也
淡路坂 藤井　邦夫 草侍のほほん功名控 高橋　和島
目に見えぬ敵 八木　忠純 夢さめて 早瀬　詠一郎
パワードスーツ 遠藤　武文 冷や飯喰い怜三郎 原田　孔平
孤狼剣 上田　秀人
ふくろ蜘蛛 坂岡　真
傾国 中路　啓太
完盗オンサイト 玖村　まゆみ 革命と独裁のアラブ 佐々木　良昭
天使たちの課外活動 茅田　砂胡 ほんとうは強い日本 田母神　俊雄
五十鈴川の鴨 竹西　寛子 権力奪取とＰＲ戦争 大下　英治
赤い糸の呻き 西沢　保彦 ケアの社会学 上野　千鶴子
まともな家の子供はいない 津村　記久子 為替占領 岩本　沙弓
跡を濁さず 中村　彰彦 発達障害のある子どもと話す２７のポイント 湯汲　英史
藁にもすがる獣たち 曽根　圭介 マンション戸建て中古の選び方 日経ホームビルダー

子どもを守る危機管理術 大泉　光一
ことばの花びら 荒井　洌

１０４歳になって、わかったこと。 手島　静子 “弁当の日”がやってきた 竹下　和男
幸・不幸の分かれ道 土屋　賢二 ヒーロー＆ヒロイン大集合 山本　和子
子育て知らずの孫育て 田原　総一朗 ヌードルの文化史 クリストフ・ナイハード

今、日本人に知ってもらいたいこと 金子　兜太 風呂敷つつみ 山田　悦子
自然を生きる 玄侑　宗久 達磨からだるまものしり大辞典 中村　浩訳
昔は、よかった？ 酒井　順子 レヴィ＝ストロース夜と音楽 今福　竜太

日本海軍４００時間の証言 ＮＨＫスペシャル取材班

土地　4 朴　景利
四人の署名 アーサー・コナン・ドイル 資格取り方選び方全ガイド2013 高橋書店編集部
デニーロ・ゲーム ラウィ・ハージ アジアでハローワーク 下川　裕治
ノアの羅針盤 アン・タイラー だから内定をのがす！もったいないカン違い４５ 梅田　幸子
感謝だ、ジーヴス Ｐ．Ｇ．ウッドハウス ずっと働きたい「従業員３００人以下」の会社選び 海老原　嗣生
別れの儀式　楊絳と銭鍾書 楊　絳 就職に強い大学2012
ラテンアメリカ五人集 ホセ・エミリオ・パチェーコ 秋保雅男の社労士試験「最短最速」合格法 秋保　雅男
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社会科学社会科学社会科学社会科学

文庫文庫文庫文庫・・・・新書新書新書新書

ビジネスコーナービジネスコーナービジネスコーナービジネスコーナーのののの本本本本

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

8/1～8/25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」内の“新着図書”をクリックしてアクセスできます。)
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。



想い出の写真永久保存完全マニュアル 戸田　覚 特許がわかるＱ＆Ａ 大塚国際特許事務所

デジタル文化資源の活用 知的資源イニシアティブ 国家の勢い 薬師寺　泰蔵
３０分の朝読書で人生は変わる 松山　真之助 なっとく！の水・浄水器選び 角田　隆志
６枚の壁新聞 石巻日日新聞社 レイチェル・カーソンに学ぶ環境問題 多田　満
未曾有と想定外 畑村　洋太郎 日本発！世界を変えるエコ技術 山路　達也
死を語り生を思う 五木　寛之 ＪＡＬ旅客機まるごと大百科 チャーリィ古庄
古代の鏡と東アジア 池上曽根史跡公園協会 放射能から家族を守る 那須　正夫
Ｄ．カーネギーの突破力 Ｄ．カーネギー協会 今こそ知りたい最新ガイド太陽光発電

日本神話を語ろう 中村　修也 福島第一原発事故を検証する 桜井　淳
看護婦たちの南方戦線 大谷　渡 すぐわかる４０歳からのｉＰａｄ 広田　稔
毛沢東の大飢饉 フランク・ディケーター 炭鉱（ヤマ）に生きる 山本　作兵衛
ローマ帝国一五〇〇年史 阪本　浩 絶対美人アイテム１００ 河井　真奈
評伝笹川良一 伊藤　隆 節電・省エネの知恵１２３ 箕輪　弥生
血族の王 岩瀬　達哉 一年中楽しめる着物リメイク
アインシュタイン　上 ウォルター・アイザックソン 赤ちゃんのためのしあわせ小物 ａｔｅｌｉｅｒｓｅｅｄ　ｉｋｕｋo

日本を脱出する本 安田　修 ＳＨＩＨＯ’ｓ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｔｈｅｏｒｙ ＳＨＩＨＯ
家の履歴書　文化人・芸術家篇 斎藤　明美 絶品！おうち餃子 夏梅　美智子
コンニャク屋漂流記 星野　博美 菜菜おつまみ　2 カノウ　ユミコ
東北力 東北をこよなく愛する会 豆乳でおいしいスイーツ 舘野　鏡子

のこされた動物たち 太田　康介 るるぶ松江出雲石見銀山’１２
銀座の喫茶店ものがたり 村松　友視 工場見学　中国四国
日本、絶景の道 須藤　英一
鉄塾 中川家礼二
食べたら種まき ヒナ
新・買ってはいけない　8 渡辺　雄二 認知症の人の見守り・ＳＯＳネットワーク実例集 永田　久美子
キッザニア裏技ガイド キッザニア裏技調査隊 がん看護へのことづて 武田　悦子
ディズニーランドの秘密 有馬　哲夫 乳がん 川端　英孝
わかるアンドロイドスマートフォン 小野　均 介護食スイーツ 代居　真知子
人生で大切なことは手塚治虫が教えてくれた ラサール石井 あっこと僕らが生きた夏 有村　千裕
Ｔｅｄｄｙ　Ｂｅａｒ シュタイフミュージアム がんよがんよとんでいけ 鈴木　はとこ
人生が深まるクラシック音楽入門 伊東　乾
コア本当の鍛え方。 岡田　隆
ザックＪＡＰＡＮ三つの選択 杉山　茂樹
月下推敲 谷川　浩司 タバコとわたしたち 大野　竜三
ヒトはいかにしてことばを獲得したか 正高　信男 カンタン実験で環境を考えよう 篠原　功治

前に進むチカラ 北島　康介
クマのあたりまえ 魚住　直子
涼宮ハルヒの驚愕 前・後 谷川　流

音楽家をめざす人へ 青島　広志 チロル、プリーズ 片川　優子
いのちと環境 柳沢　桂子
おぼえておこう安全大作戦 斉藤洋とキッズ生活探検団

米村でんじろうのイッキによめる！おもしろ科学 米村　でんじろう つなみ 田畑　ヨシ
ねことライオンにてる？にてない？ はっけん！むしのもり タダ　サトシ
パンダもの知り大図鑑 倉持　浩 じゃがいもアイスクリーム？ 市川　里美
切り紙１２か月 今森　光彦 ありんこのアリー みやにし　たつや
深海魚チルドレン 河合　二湖 おつきさま、こんばんは！ 市川　里美
オトタケ先生の３つの授業 乙武　洋匡 ひまわりさん くすのき　しげのり
パンプキン！ 令丈　ヒロ子 わたし、まだねむたくないの！ スージー・ムーア
おさるのかわ いとう　ひろし バナナこどもえん　ざりがにつり 柴田　愛子
カンコさんのとくいわざ 角野　栄子 へちまのへーたろー 二宮　由紀子
スーパーキッズ 佐藤　まどか おじいちゃんの手 マーガレット・Ｈ．メイソン

めざせ日本一！ 二宮　由紀子 ぞうさんのおとしあな 高畠　純
ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー 斉藤さんがゆく 祐天寺　与太郎
ロンドンのゴースト メアリー・ポープ・オズボーン まんまるいけのおつきみ かとう　まふみ
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