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ひなこまち 畠中　恵 夜駆け 鳥羽　亮
迷宮 中村　文則 秋思ノ人 佐伯　泰英
わたしがいなかった街で 柴崎　友香 冬波 小杉　健治
特殊警備隊ブラックホーク 福田　和代 質入れ女房 沖田　正午
清須会議 三谷　幸喜 笛吹川殺人事件 梓　林太郎
カミカゼ 永瀬　隼介 花舞いの剣 芦川　淳一
烏に単は似合わない 阿部　智里 妖怪泥棒 高橋　由太
不滅の書 萩　耿介 江戸悪党改め役 森村　誠一
翔べよ源内 小中　陽太郎 三浦老人昔話 岡本　綺堂
二重生活 小池　真理子 ラブコメ今昔 有川　浩
父、断章 辻原　登 鼠、闇に跳ぶ 赤川　次郎
花のさくら通り 荻原　浩
チマチマ記 長野　まゆみ
大幽霊烏賊 首藤　瓜於
夢より短い旅の果て 柴田　よしき 「辺境」からはじまる 赤坂　憲雄
ロスジェネの逆襲 池井戸　潤 国を滅ぼす本当の敵は誰なのか 渡部　昇一
鉄のあけぼの　上・下 黒木　亮 ウィリアム・モリスのマルクス主義 大内　秀明
田紳有楽 藤枝　静男 金正恩が消える日 重村　智計
われらの再生の日 阿部　牧郎 どんどん沈む日本をそれでも愛せますか？ 内田　樹
恋愛は小説か 片岡　義男 ローマ法王に米を食べさせた男 高野　誠鮮

世界経済の潮流 内閣府政策統括官室

女性のいない世界 マーラ・ヴィステンドール

図解韓国四大財閥早わかり 金　美徳
惜櫟荘だより 佐伯　泰英 けっこう笑えるイギリス人 山形優子フットマン
もう、忘れたの？ 酒井　順子 子どもを大学に行かせるお金の話 久米　忠史
「すべてを引き受ける」という思想 吉本　隆明 こうしてできたＮＩＥ 鈴木　伸男
定義集 大江　健三郎 川の学校 野田　知佑
幸福の条件 鹿島　茂 さすらいの沖縄伝承男（マン） カベルナリア吉田
自分の財産 曽野　綾子 里山・里海暮らし図鑑 養父　志乃夫

サンカの起源 筒井　功
お盆のはなし 蒲池　勢至

ジョン万次郎 マーギー・プロイス

追撃の森 ジェフリー・ディーヴァー

アルプス高地での戦い Ｃ．Ｆ．ラミュ 交通事故被害者の生活支援 日本医療社会福祉協会

父トルストイの思い出 イリヤ・トルストイ くらしの相続Ｑ＆Ａ 伊藤　崇
人生と運命　1～3 ワシーリー・グロスマン 借金生活からの脱出法 石原　豊昭

ここまでやったらパワハラです！ 君嶋　護男

「新型うつ病」のデタラメ 中嶋　聡
「血管の病気」と言われたら… 重松　宏 全国ジオパーク完全ガイド
もしかして乳がん！？ 吉本　賢隆 荒ぶるスサノヲ、七変化 斎藤　英喜
ハンセン病者の生活史 坂田　勝彦 中国・四国道の駅徹底パーフェクトガイド 秀巧堂おでかけプロジェクト
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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

健康情報健康情報健康情報健康情報のののの本本本本

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、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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さわって楽しむ博物館 広瀬　浩二郎
日清・日露戦争と写真報道 井上　祐子 生きのびるための科学 池内　了
完訳日本奥地紀行 イザベラ・バード 科学工作図鑑　1～3 立花　愛子
検証大阪の教育改革 志水　宏吉 地震と津波 日本科学者会議
髑髏となってもかまわない 山折　哲雄 海藻 阿部　秀樹
文明 ジャン＝ジャック・ルソー 研究者が教える動物飼育1～3 日本比較生理生化学会

閃く脳の作り方 川口　淳一郎 ５０とよばれたトキ 小野　智美
マインド・コントロール 紀藤　正樹 ジュゴン 池田　和子
言葉の力 ＰＨＰ研究所 お灸のすすめ お灸普及の会
日本中世に何が起きたか 網野　善彦 「主人在宅ストレス症候群」の解消・予防法 黒川　順夫
未完のファシズム 片山　杜秀 肝臓病の最新治療 泉　並木
ロスト・モダン・トウキョウ 生田　誠 孫正義のエネルギー革命 孫　正義
台湾海峡一九四九 竜　応台 水危機ほんとうの話 沖　大幹
驚きの英国史 コリン・ジョイス 子どもたちを犯罪から守るまちづくり 中村　攻
人間の達人本田宗一郎 伊丹　敬之 笑って！古民家再生 中山　茂大
坂本竜馬からの手紙 坂本　竜馬(原著) プロメテウスの罠 朝日新聞特別報道部

トコトンやさしいエコ・デバイスの本 鈴木　八十二
家庭用ミシンで作る帆布のバッグ 赤峰　清香
麹の漬け物 伏木　暢顕

お茶のある暮らし 谷本　陽蔵 菜菜ごはん日記　上 カノウ　ユミコ

切るナビ！庭木の剪定がわかる本 上条　祐一郎 豆腐でつくるヘルシースイーツ 鈴木　理恵子
ＦＴＡとＴＰＰ 嶋　正和
道が語る日本古代史 近江　俊秀
ｉＯＳ　５プログラミングブック 加藤　寛人
もっと知りたい法隆寺の仏たち 金子　啓明 逆境を活かす！就活面接「エモロジカル理論」 後田　良輔
猫と道草、アートの旅 猪本　典子 Ｐ．Ｆ．ドラッカー完全ブックガイド 上田　惇生
もっと知りたいバーン＝ジョーンズ 川端　康雄 こんなにおもしろい公認会計士の仕事 平林　亮子
フェルメールの眼 ヨハネス・フェルメール 人の心がわかる２０の方法 米山　公啓
絵本作家のアトリエ 福音館書店母の友編集部

日本民芸館所蔵バーナード・リーチ作品集 バーナード・リーチ
こうの早苗の大人かわいい布箱 こうの　早苗
体が硬い人のためのストレッチ 荒川　裕志 歌え！多摩川高校合唱部 本田　有明
なでしこサッカー 高倉　麻子 外国語をはじめる前に 黒田　竜之助
子どもと楽しむ山歩き 上田　泰正 生きづらさはどこから来るか 石川　幹人
９割の日本人が知らない「日本語のルール」 佐々木　瑞枝 すうがくと友だちになる物語 1 小島　寛之
敬語のレッスン 梅津　正樹 八月の光 朽木　祥

シャインロード 升井　純子
グッバイマイフレンド 福田　隆浩
真夜中の動物園 ソーニャ・ハートネット

カブトムシとクワガタ飼いかた＆図鑑 安藤“アン”誠起
夏休みエコロジ自由工作 トモ・ヒコ
かがくあそび 高柳　雄一
いのちの図鑑 室伏　きみ子 せかせかビーバーさん ニコラス・オールドランド

海の生き物 小林　安雅 おしえておしえて マーカス・フィスター
クジラ・イルカのなぞ９９ 水口　博也 ぼくのこえがきこえますか 田島　征三
エジソンと発明 ＬＡＵＲＩＥ　ＣＡＲＬＳＯＮ おにぎりがしま やぎ　たみこ
のぞいてみよう！厨房図鑑 あまぐもぴっちゃん はやし　ますみ
母と子でたのしく遊べるかんたんおりがみ 丹羽　兌子 するめのするりのすけ こいで　なつこ
しらべよう！かんがえよう！オリンピック 稲葉　茂勝 岩になった鯨 黒田　征太郎
日本語を味わう名詩入門 ごちそうがいっぱい きむら　ゆういち
バク夢姫のご学友 柏葉　幸子 ふたごのしろくま あべ　弘士
レガッタ！ 浜野　京子 みぢかなしぜんではやくちことば 平田　昌広
オバケの長七郎 ななもり　さちこ ゆっくりおやすみにじいろのさかな マーカス・フィスター
ルルとララのしらたまデザート あんびる　やすこ 小さいりょうしさん マーガレット・ワイズ・ブラウン

ドラキュラなんてなりたくない！！ 藤　真知子 いつでも星を メアリ・リン・レイ
ヤマネコ号の冒険 上・下 アーサー・ランサム おばけのコックさん 西平　あかね
ピーターサンドさんのねこ ルイス・スロボドキン おいしいよ かんざわ　としこ
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