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鬼物語 西尾　維新 官僚制批判の論理と心理 野口　雅弘
神様２０１１ 川上　弘美 河内源氏 元木　泰雄
草原の風　上 宮城谷　昌光 心と脳 安西　祐一郎
そらをみてますないてます 椎名　誠 ニコライの日記　中 ニコライ
春から夏、やがて冬 歌野　晶午 図解・テレビの仕組み 青木　則夫
王国 中村　文則 レーン最後の事件 エラリー・クイーン
すべて真夜中の恋人たち 川上　未映子 ローラ・フェイとの最後の会話 トマス・Ｈ．クック
ルー＝ガルー　2 京極　夏彦 夜よりほかに聴くものもなし 山田　風太郎
狂饗記 玄月 零式戦闘機 吉村　昭
カーネーション　上 渡辺　あや ドラキュラ城の舞踏会 赤川　次郎
獅子頭（シーズトォ） 楊　逸 中央構造帯　上・下 内田　康夫
人生教習所 垣根　涼介 斬り込み 喜安　幸夫
不愉快な本の続編 糸山　秋子 葉隠れ侍 花家　圭太郎
それでも彼女は歩きつづける 大島　真寿美 姫さま同心 聖　竜人
ハロワ！ 久保寺　健彦
月夜彦 堀川　アサコ
彼女はもういない 西沢　保彦
新小岩パラダイス 又井　健太 ２０１５年放射能クライシス 武田　邦彦
指名手配 新津　きよみ そうだったのか！２１世紀ＮＥＷＳ 池上　彰
忍び秘伝 乾　緑郎 自分たちの力でできる「まちおこし」 木村　俊昭
境遇 湊　かなえ 誰が「地球経済」を殺すのか 浜　矩子
味なしクッキー 岸田　るり子 一目でわかる！最新世界資源マップ 資源問題研究会
ランウェイ 幸田　真音 彼女が会社を辞めた理由 影山　惠子
デッド・リミット 遠藤　武文 老い衰えゆくことの発見 天田　城介

春を恨んだりはしない 池沢　夏樹
ＰｒｉＰｒｉおりがみペープサート いまい　みさ

ここから。 鎌田　実 すべての成績は、国語力で９割決まる！ 西角　けい子
独女日記 藤堂　志津子 ３６５日絵こよみ 大田垣　晴子
買わずにいられる？ 岸本　葉子 神輿大全 宮本　卯之助
悲しみの効用 五木　寛之 長寿伝説を行く 祖田　修
異郷の陽だまり 野見山　暁治 スエズ運河を消せ デヴィッド・フィッシャー

ナマコのからえばり　5 椎名　誠 日本に自衛隊がいてよかった 桜林　美佐

子供がケータイを持ってはいけないか？ 小寺　信良

楊逸が読む聊斎志異 楊　逸
三国志　7 羅　貫中 絶対内定 2013 杉村　太郎
バット・ビューティフル ジェフ・ダイヤー １秒でわかる！アパレル業界ハンドブック 佐山　周
００７白紙委任状 ジェフリー・ディーヴァー 接客の教科書 成田　直人
部屋 エマ・ドナヒュー 実録！「米作」農業入門 岩佐　十良
ブエノスアイレス食堂 カルロス・バルマセーダ 日経会社情報2011-4秋
１４歳のアウシュヴィッツ アナ・ノヴァク 売上アップに効く！売り場づくりの基本６１ 河野　英俊
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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

10/1～10/25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。



年賀状も自由自在デジタル写真徹底活用法 岡嶋　裕史 地球の神秘 新人物往来社
赤ちゃんが大好きな絵本 赤木　かん子 温泉からの思考 合田　純人
みえないもののうらがわは？ 広田　千悦子 放射能の中で生きる、母（マドンナ）たちへ 野呂　美加
ＫＡＮＳＡＩ大学博物館ガイド 大坪　覚 図解でわかる動脈硬化・コレステロール 白井　厚治
権力にダマされないための事件ニュースの見方 大谷　昭宏 耳トレ！ 中川　雅文
中国社会の見えない掟 加藤　隆則 ｉＰＳ細胞 八代　嘉美
論語の教え 佐久　協 Ｂ型肝炎訴訟 与芝　真彰
一生お金に困らない人の運の習慣 松永　修岳 安産＆つわり撃退！毎日の食事 上田　玲子
昭和、家族の見識 新井　えり イタリア古寺巡礼 金沢　百枝
「若く」見える！老けない習慣 名倉　加代子 私が愛した東京電力 蓮池　透
闘う仏教 河野　太通 世界一のトイレ　ウォシュレット開発物語 林　良祐
天使と悪魔 秦　剛平 旅する自転車の本　３
内村鑑三とともに 矢内原　忠雄 安心・安全！自宅でできるソーラー発電のすすめ 桑野　幸徳
〈新〉弥生時代 藤尾　慎一郎 ベースメタル枯渇 西山　孝
大江戸事件帖お散歩マップ お江戸歴史探訪研究会 農家に教わる暮らし術 農山漁村文化協会
日野原重明一〇〇歳 日野原　重明 スキンケアとメイクの教科書 室岡　洋希
福沢諭吉「官」との闘い 小川原　正道 編み地を楽しむリストウォーマー 林　ことみ
蜷川ファミリー 蜷川　宏子 かんたんに作れる、一年中のはおりもの 月居　良子
神道と日本人 山村　明義 南極料理人の使いきりレシピ 西村　淳

浜内千波の５００ｋｃａｌヘルシーべんとう浜内　千波

おうちでできる子どものための自然療法 王　瑞雲
物流センターのしくみ 臼井　秀彰
小さな球根で楽しむナチュラルガーデニング 井上　まゆ美
しばわんこの四季の庭 川浦　良枝
奇跡を起こす見えないものを見る力 木村　秋則
自分でつくるおしゃれで小さな庭 天野　勝美 「うちの親、認知症かな？」と思ったら読む本 奥村　歩
うちの犬ががんになった ウィム・モーリング 介護スタッフのための安心！急変時対応 宮永　和夫
戦中・戦後の鉄道 石井　幸孝 うつ病の事典 樋口　輝彦
だからテレビに嫌われる 堀江　貴文 ふたりのおいしい介護食 村上　祥子
世界遺産と地域再生 毛利　和雄 糖尿病と私 水野　肇
水木さんの「毎日を生きる」 水木　しげる 乳ガンなんてコワくないっ！ 司馬　亘
十二支の年賀状デザイン７５０ 中村　浩訳
５分で立体カード 菊地　清
石川遼、２０歳 柳沢　英俊
フルマラソンスタートＢＯＯＫ 牧野　仁 高校受験すぐにできる４０のこと 中谷　彰宏
なでしこＪａｐａｎ世界に花咲く 毎日新聞社 タイタニック沈没 楠木　誠一郎
語源耳（ＣＤ付）赤・緑 ホリム・ハン オリンポスの神々と７人の英雄1 リック・リオーダン

僕たちの関ケ原戦記 小前　亮
平安文学でわかる恋の法則 高木　和子
はじめて学ぶ生命倫理 小林　亜津子
消防署・警察署で働く人たち 山下　久猛

１００の知識サンゴ礁のすがた カミラ・ド・ラ・ベドワイエール

下町のネコキティ アーネスト・Ｔ．シートン ちび魔女さん ベア・デル・ルナール

名探偵コナン理科ファイル動物の秘密 青山　剛昌 ももんちゃんぎゅっ！ とよた　かずひこ
ラジオ体操でみんな元気！1 青山　敏彦 さるかに 広松　由希子
ソーラーカーで未来を走る 木村　英樹 おいもほり 中村　美佐子
あいうえおのきもち ひろかわ　さえこ 森の音を聞いてごらん 池田　あきこ
レンタルロボット 滝井　幸代 いのちのふね 鈴木　まもる
ぞくぞく村のかぼちゃ怪人 末吉　暁子 モナ・リザをぬすんだのはだれ？ ルーシー・ナップ
妖精のぼうし、おゆずりします。 あんびる　やすこ スマーフ危機いっぱつ！ ペヨ
ＩＱ探偵タクト未来と拓斗の神隠し 深沢　美潮 キングスマーフ ペヨ
きらめきハートのドレス あんびる　やすこ でんせつのきょだいあんまんをはこべ サトシン
ドキドキ★まほうレッスン！！ 藤　真知子 もぐらバス 佐藤　雅彦
クラーケンの島 エヴァ・イボットソン うさこちゃんとふがこちゃん ディック・ブルーナ
ヴァンパイレーツ10 ジャスティン・ソンパー てぶくろチンクタンク きもと　ももこ
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