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恋愛検定 桂　望実 老いの歌 小高　賢
でーれーガールズ 原田　マハ 新自由主義の復権 八代　尚宏
キャベツ炒めに捧ぐ 井上　荒野 日本経済の底力 戸堂　康之
我が異邦 藤谷　治 心理学とは何なのか 永田　良昭
慈雨の音 宮本　輝 私の東京地図 佐多　稲子
あめりかむら 石田　千 少女不十分 西尾　維新
峠うどん物語　下 重松　清 野望と忍びと刀 鈴木　英治
星火瞬く 葉室　麟 浅草こととい湯 岳　真也
緑の毒 桐野　夏生 野望の王国 佐伯　泰英
平成猿蟹合戦図 吉田　修一 春情の剣 小杉　健治
白い鴉 新堂　冬樹 火の闇 北　重人
確率捜査官御子柴岳人 神永　学 無影剣 上田　秀人
マスカレード・ホテル 東野　圭吾 霜夜のなごり 千野　隆司
柿のへた 梶　よう子 エージェント６　上・下 トム・ロブ・スミス
炎の放浪者 神山　裕右
愛娘にさよならを 秦　建日子
プチ・プロフェスール 伊与原　新
無罪 深谷　忠記 奇怪ねー台湾 青木　由香
流される 小林　信彦 船井幸雄のズバリ本音 船井　幸雄
望月青果店 小手鞠　るい 反欲望の時代へ 山折　哲雄
仇討ちの客 沢田　ふじ子 この国を壊す者へ 佐藤　優
武蔵　1 花村　万月 〈アラブ大変動〉を読む 酒井　啓子
ヒポクラテスのため息 福田　和代 おひとりさまの終活 中沢　まゆみ
地の鳥天の魚群 奥泉　光 テロリズム聖なる恐怖 テリー・イーグルトン

決断できない日本 ケビン・メア
あの時、ぼくらは１３歳だった 寒河江　正

私の小さなたからもの 石井　好子 島国チャイニーズ 野村　進
ぜんぶの後に残るもの 川上　未映子 図解よくわかる地震保険 永井　隆昭
日本人の愛したことば 中西　進 それでも不思議な韓国 長迫　英倫
風を見にいく 椎名　誠 居場所の社会学 阿部　真大
私の小さなたからもの 石井　好子 〈日本文化〉紹介の先駆者たち 懐徳堂記念会
朝顔は闇の底に咲く 五木　寛之 ルポ職場流産 小林　美希

老害 グループわいふ

ソーラー イアン・マキューアン
エドガー・ソーテル物語 デイヴィッド・ロブレスキー 社労士をめざす人の本 大槻　哲也
ネザーランド ジョセフ・オニール すごい女子会 勝間　和代
心理学的にありえない上・下 アダム・ファウアー 農家レストランの繁盛指南 高桑　隆
生の裏面 李　承雨 転職面接突破法 細井　智彦
モンド氏の失踪 ジョルジュ・シムノン 公務員試験のカラクリ 大原　瞠
海にはワニがいる ファビオ・ジェーダ 就活は子どもに任せるな 鈴木　健介
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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

9/1～9/25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。



京都読書さんぽ アリカ 赤とんぼはなぜ竿の先にとまるのか？ 稲垣　栄洋
アスリートたちの英語トレーニング術 岡田　圭子 隠れていた宇宙　下 ブライアン・グリーン
シュタイナー　死について ルドルフ・シュタイナー 偏愛的数学1,2 アルフレッド・Ｓ．ポザマンティエ

男は「気配り」だ！ 弘兼　憲史 生命に関する７大テーマ
夢を実現する力 堺屋　太一 なぜシロクマは南極にいないのか デニス・マッカーシー

日本思想史 子安　宣邦 日本鳥の巣図鑑 小海途　銀次郎
悲しみが癒えるとき 長田　光展 ねじ・機械要素が一番わかる 大磯　義和
老年の幸福 木原　武一 くらべる飛行機 矢吹　明紀
巫女さん作法入門 神田明神 オールシーズンエコ節電の教科書 村井　哲之
現代語古事記 竹田　恒泰 福島原発の闇 堀江　邦夫
佐藤優のウチナー評論 佐藤　優 プロが教える太陽電池のすべてがわかる本 太和田　善久
天皇の韓国併合 新城　道彦 検証・チリ鉱山の６９日、３３人の生還 名波　正晴
図説スイスの歴史 踊　共二 手編みであったか毛糸のざぶとん リトルバード
女たち。まっしぐら！ 松島　駿二郎 かぎ針であむ！カラフル色のニット小物 了戒　かずこ
戦国武将ビジュアルプロフィール２００ 青木　康洋 とっておきの保存食 荻野　恭子
わたくしは永遠に失望しない 奥村　敦史 野崎洋光のおいしい節電レシピ 野崎　洋光
流転の子 本岡　典子 型いらず、手間いらずのちょこっとおやつ 浜内　千波
オモニは６４歳の高校生 金　参礼 家づくりに「家事セラピー」を 辰巳　渚
東北のアルバム 小野　幹

伊勢神宮と出雲大社 三橋　健
タネが危ない 野口　勲 荒神谷遺跡 足立　克己
キクをつくりこなす 大石　一史
イルカ 田辺　悟
ビジネス英語ライティング表現１０００ イ　ジユン
ＧＡＬＡＸＹ　Ｓ　Ⅱを１００倍楽しむ本 疑問解消！高血圧 苅尾　七臣
香月泰男 木本　信昭 介護のことば 三好　春樹
フェルメールの食卓 林　綾野 脳がよみがえる　脳卒中・リハビリ革命 市川　衛
絵をかいていちんち まど　みちお 大腸がんを治す本 高橋　慶一
ふるさと玩具図鑑 井上　重義 糖尿病の人のためのおいしい食事自由自在 吉田　美香
クイーン 正しく知る心的外傷・ＰＴＳＤ 水島　広子
向田邦子テレビドラマ全仕事
ジブリの哲学 鈴木　敏夫
ストレッチまるわかり大事典 長畑　芳仁
なでしこの教え 早草　紀子 アハメドくんのいのちのリレー 鎌田　実
冠婚葬祭スピーチの教科書 土屋書店編集部 君たちが働き始める前に知っておいてほしいこと 大内　伸哉
木を植えた男（ＣＤ付） ジャン・ジオノ サバンナの動物親子に学ぶ 羽仁　進

ルーンの子供たち ジョン　ミンヒ
リアとレオーニ グラハム・ハンコック

新フォーチュン・クエスト18 深沢　美潮
未成年のための法律入門 愛甲　栄治 いつか天魔の黒ウサギ8 鏡　貴也

１３歳からのテロ問題 加藤　朗
小さくても大きな日本の会社力 坂本　光司 ぺろぺろキャンディー ルクサナ・カーン
親子のための地震イツモノート 地震イツモプロジェクト 津波！！稲むらの火その後 高村　忠範
このホネなあに？３Ｄ動物ふしぎ図鑑 富田　京一 コウモリとしょかんへいく ブライアン・リーズ
カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ　ちひろ ビブスの不思議な冒険 ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー

北の馬と南の馬 前川　貴行 アートとマックス デイヴィッド・ウィーズナー

はじめてのおさいほう1～3 寺西　恵里子 おおきなわんぱくぼうや ケビン・ホークス
人のくらしを助けてくれるはたらく動物大研究 森　裕司 せんろはつづくどこまでつづく 鈴木　まもる
名画で遊ぶあそびじゅつ！ エリザベート・ド・ランビリー 地震の夜にできること。 松本　春野
楽しい！どんぐりまつぼっくり落ち葉の工作 おさだ　のび子 じゃがいも畑 カレン・ヘス
ぼくらは闘牛小学生！ 堀米　薫 のはらのおへや みやこし　あきこ
へんてこもりのまるぼつぼ たかどの　ほうこ 地球をほる 川端　誠
ダンダンドンドンかいだんおばけ 角野　栄子 おおきなかぼちゃ エリカ・シルバーマン

マキちゃんのえにっき いせ　ひでこ どーんちーんかーん 武田　美穂
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