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ひなこまち 畠中　恵 剣客春秋１０ 鳥羽　亮
迷宮 中村　文則 夜駆け 鳥羽　亮
わたしがいなかった街で 柴崎　友香 秋思ノ人 佐伯　泰英
川の光 松浦　寿輝 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 十津川警部長良川に犯人を追う 西村　京太郎
不滅の書 萩　耿介 妖怪泥棒 高橋　由太
東京プリズン 赤坂　真理 わが母の記 井上　靖
嵐のピクニック 本谷　有希子 夢草紙人情おかんケ茶屋 今井　絵美子
クエーサーと１３番目の柱 阿部　和重
ともにがんばりましょう 塩田　武士
チマチマ記 長野　まゆみ
大幽霊烏賊 首藤　瓜於 アウンサンスーチー 根本　敬
夢より短い旅の果て 柴田　よしき 国を滅ぼす本当の敵は誰なのか 渡部　昇一
ロスジェネの逆襲 池井戸　潤 ウィリアム・モリスのマルクス主義 大内　秀明
鉄のあけぼの 上・下 黒木　亮 世界経済の潮流 内閣府政策統括官室

田紳有楽 藤枝　静男 女性のいない世界 マーラ・ヴィステンドール

花宴 あさの　あつこ 日本はなぜ開戦に踏み切ったか 森山　優
橋下徹はなぜ大阪で独裁政治ができるのか？ 西川　のりお
図解韓国四大財閥早わかり 金　美徳
最新４７都道府県危険度マップ 稲垣　秀輝

惜櫟荘だより 佐伯　泰英 こうしてできたＮＩＥ 鈴木　伸男
もう、忘れたの？ 酒井　順子 作って・歌って・話して・あそぶおはなし小道具 芳賀　哲
「すべてを引き受ける」という思想 吉本　隆明 工学部ヒラノ教授の事件ファイル 今野　浩
定義集 大江　健三郎 親も子もラクになる魔法の“ほめ”セラピー 手塚　千砂子
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
望郷と海 石原　吉郎 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

ラクダに乗って シン　ギョンニム

少年は残酷な弓を射る　上・下 ライオネル・シュライヴァー

追撃の森 ジェフリー・ディーヴァー 交通事故被害者の生活支援 日本医療社会福祉協会

ナイフ投げ師 スティーヴン・ミルハウザー 建築・法律トラブルらくらく回避マニュアル 建築知識
アルプス高地での戦い Ｃ．Ｆ．ラミュ 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

全身がん政治家 与謝野　馨
余命半年から生きてます！ 相河　ラズ 変わる勇気、変える勇気 井上　邦彦
妻たちの介護 中村　和仁 なぜヤギは、車好きなのか？ 小林　朋道
もしかして乳がん！？ 吉本　賢隆 古事記 菅野　雅雄
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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

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、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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ビッグデータの衝撃 城田　真琴
日清・日露戦争と写真報道 井上　祐子 ゼロと無限　素数と暗号
文明 ジャン＝ジャック・ルソー 地震と津波 日本科学者会議
マインド・コントロール 紀藤　正樹 海藻 阿部　秀樹
言葉の力 ＰＨＰ研究所 大人になった虫とり少年 宮沢　輝夫
なぜ生命は捧げられるか 原田　信男 サケマス・イワナのわかる本 井田　斉
アジアの仏教と神々 立川　武蔵 鳥の足型・足跡ハンドブック 小宮　輝之
チーズとうじ虫 カルロ・ギンズブルグ 詰まらない、破れない血管を強くする本 松原　英多
発掘された日本列島2012 文化庁 漢方薬事典 嶋田　豊
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 トコトンやさしいエコ・デバイスの本 鈴木　八十二
英国王のスピーチ マーク・ローグ ２０世紀からのファッション史 横田　尚美
ロスト・モダン・トウキョウ 生田　誠 イギリス式買わない暮らし 井形　慶子
北朝鮮建国神話の崩壊 金　賛汀 ナチュラルメイドのインテリア木工
子どもと楽しむ！東京ディズニーリゾート ディズニーファン編集部 家庭用ミシンで作る帆布のバッグ 赤峰　清香
秘密のロンドン 入江　敦彦 下田直子の刺しゅうの本 下田　直子

ホントはおいしいイギリス料理 エリオットゆかり
辛味と塩味 万　真智子
麹の漬け物 伏木　暢顕

切るナビ！庭木の剪定がわかる本 上条　祐一郎 山本さんちの毎日の手紙のようなお弁当 山本　ふみこ
ムツゴロウ先生の犬と猫の気持ちがわかる本 畑　正憲 ナチュラルインテリアの収納アイデア

手順でわかる！最新スマートフォンベストアプリ エディポック
心に残る名作コピー
３万人調査で読み解く日本の生活者市場 三菱総合研究所
ＦＴＡとＴＰＰ 嶋　正和 Ｐ．Ｆ．ドラッカー完全ブックガイド 上田　惇生
猫と道草、アートの旅 猪本　典子 こんなにおもしろい公認会計士の仕事 平林　亮子
はがき絵　言葉の贈りもの 小山　協子 人の心がわかる２０の方法 米山　公啓
松本竣介線と言葉 コロナ・ブックス編集部 逆境を活かす！就活面接「エモロジカル理論」 後田　良輔
精霊椿 片岡　鶴太郎
若山牧水書の世界 四位　英樹
自由すぎるオリンピック観戦術 フモフモ編集長
スポーツ少年少女の勝ちごはん 勝川　史憲 翻訳教室 鴻巣　友季子
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
天下の茶道具、鑑定士・中島の眼 中島　誠之助 生きづらさはどこから来るか 石川　幹人
昭和が生んだ日本語 遠藤　織枝 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 星のかけらを採りにいく 矢野　創

グッバイマイフレンド 福田　隆浩
八月の光 朽木　祥
シャインロード 升井　純子

母と子でたのしく遊べるかんたんおりがみ 丹羽　兌子
エジソンと発明 ＬＡＵＲＩＥ　ＣＡＲＬＳＯＮ

しらべよう！かんがえよう！オリンピック 稲葉　茂勝
日本語を味わう名詩入門 岩になった鯨 黒田　征太郎
のぞいてみよう！厨房図鑑 かあさんふくろう イーディス・サッチャー・ハード

クジラ・イルカのなぞ９９ 水口　博也 ごちそうがいっぱい きむら　ゆういち
いのちの図鑑 室伏　きみ子 ふたごのしろくま あべ　弘士
くまざわくんがもらったちず きたやま　ようこ みぢかなしぜんではやくちことば 平田　昌広
かえるのそらとぶけんきゅうじょ 村上　勉 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
バク夢姫のご学友 柏葉　幸子 小さいりょうしさん マーガレット・ワイズ・ブラウン

レガッタ！ 浜野　京子 いつでも星を メアリ・リン・レイ
ルルとララのしらたまデザート あんびる　やすこ おばけのコックさん 西平　あかね
ドラキュラなんてなりたくない！！ 藤　真知子 おいしいよ かんざわ　としこ
お父さんのＶサイン そうま　こうへい ぐんぐんのびる！東京スカイツリー 青山　邦彦
ヤマネコ号の冒険　上・下 アーサー・ランサム いぶりがっこちゃん 中川　ひろたか
オバケの長七郎 ななもり　さちこ せかせかビーバーさん ニコラス・オールドランド

ねこの手かします３ 内田　麟太郎 おひげおひげ 内田　麟太郎
お父ちゃんの音や！ 大野　圭子 古代エジプトよみがえりのヒミツ 結城　昌子
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