
米子市立図書館米子市立図書館米子市立図書館米子市立図書館

ＴＥＬ　(0859)22-2612ＴＥＬ　(0859)22-2612ＴＥＬ　(0859)22-2612ＴＥＬ　(0859)22-2612
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://ｗｗｗ.yonago-toshokan.jp/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://ｗｗｗ.yonago-toshokan.jp/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://ｗｗｗ.yonago-toshokan.jp/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://ｗｗｗ.yonago-toshokan.jp/

考えすぎた人 清水 義範 中学数学再入門 中山　理

代表作時代小説　平成25年度 日本文藝家協会 追悼の文学史 講談社文芸文庫

ドミノ倒し 貫井 徳郎 大東京繁昌記　山手篇 講談社文芸文庫

てのひらに爆弾を 黒武 洋 折口信夫対話集 折口 信夫

ザ・ロスチャイルド 渋井 真帆 ミステリガール デイヴィッド・ゴードン

月下上海 山口 恵以子 オール・クリア　２ コニー・ウィリス

流水浮木 青山 文平 呪縛 一本木 凱

土蛍 近藤 史恵 十三回忌 小島 正樹

図書室のキリギリス 竹内 真 手紙を読む女 新津 きよみ

バスを待って 石田 千 長い廊下がある家 有栖川 有栖

あとかた 千早 茜 パンとスープとネコ日和 群 ようこ

ルカの方舟 伊与原 新 おくうたま 岩井 三四二

正義をふりかざす君へ 真保 裕一 海鳴り　上・下 藤沢 周平

鯖猫長屋ふしぎ草紙 田牧 大和 密計 稲葉 稔

高校入試 湊 かなえ

死神の浮力 伊坂 幸太郎

狼と兎のゲーム 我孫子 武丸

悪道　[3] 森村 誠一 「ビジネスゲーム」から自由になる法 ロバート・シャインフェルド

ジャッジメント 佐藤 青南 「30代」でやっておきたいこと 川北 義則

赤目姫の潮解 森 博嗣 現実を視よ 柳井 正

罪なき者よ、我を撃て 渡辺 容子 もしドラ卒業生、全員集合! 岩下 秀麿

ポンチョに夜明けの風はらませて 早見 和真 人生は、「本当にやりたいこと」だけやれば必ずうまくいく 久瑠 あさ美

娘の結婚 小路 幸也 心が強くない人が仕事で苦しまないストレスフリー思考 上田 基

爪と目 藤野 可織 自分を仕事のプロフェッショナルに磨き上げる７つの行動原則 堀田 孝治

ファミレス 重松 清 「65歳雇用延長制度」のしくみと手続き 林 智之

千両かんばん 山本 一力 建設業許可の申請手続きをするならこの1冊 河野 順一

ファイヤーボール 富樫 倫太郎 アジア物流と貿易の実務 鈴木 邦成

唐人さんがやって来る 植松 三十里

生田春月への旅 上田　京子

月刊情報誌La・Zu・Da　2013.8

世界を回せ　上・下 コラム・マッキャン

シガレット ハリー・マシューズ

モンテ・クリスト伯　1 アレクサンドル・デュマ

これからどうする 岩波書店編集部

国家はなぜ衰退するのか　上 ダロン・アセモグル

「正社員」の研究 小倉 一哉

若き日に薔薇を摘め 瀬戸内　寂聴 NHK中学生・高校生の生活と意識　2012 NHK放送文化研究所

　　　　

平成25年 8  月号

社会科学社会科学社会科学社会科学

文庫・新書文庫・新書文庫・新書文庫・新書

ビジネスコーナーの本ビジネスコーナーの本ビジネスコーナーの本ビジネスコーナーの本

日本の文学・小説日本の文学・小説日本の文学・小説日本の文学・小説

外国の小説外国の小説外国の小説外国の小説

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

5/25～7/25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。)
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ウェブ文明論 池田　純一 「便利」は人を不幸にする 佐倉　統

サイバーセキュリティ読本 一田 和樹 漢方医学 渡辺 賢治

図書館に通う 宮田　昇 「おなかが弱い!」が治る本 渡邊 昌彦

傷つく人、傷つける人 信田 さよ子 スーパー図解狭心症・心筋梗塞 川名 正敏

未解決事件オウム真理教秘録 ＮＨＫスペシャル取材班 ネット依存症のことがよくわかる本 樋口 進

マヨラナ ジョアオ・マゲイジョ 腸育をはじめよう! 松生 恒夫

スカイツリーの街歴史歩き 大下 武 入浴の事典 阿岸 祐幸

書籍文化の未来 赤木 昭夫 再生可能エネルギーが一番わかる 今泉　大輔

安倍政権で教育はどう変わるか 佐藤 学 誰も知らない「建築の見方」 フィリップ・ウィルキンソン

富士山 小山 真人 現代建築解体新書 日経アーキテクチュア

先生! 池上 彰 メルトダウン連鎖の真相 NHKスペシャル『メルトダウン』

柳宗悦 中見 真理 火薬学の基礎 久保田 浪之介

おとなが育つ条件 柏木 惠子 すべてがわかる!「発酵食品」事典 小泉 武夫

女性画家10の叫び 堀尾 真紀子 ちいさな子のためのリメーク 粟辻 早重

放射能汚染と学校給食 牧下 圭貴 直線縫いの子ども服 渡部 サト

また作って!と言われる孫ごはん 本谷 惠津子

魔法びんでゆでるだけおいしい豆のおかず 牛尾 理恵

ふわふわシフォンケーキ 津田 陽子

子どもの発達障害家族応援ブック 高貝 就

血糖値を下げる100レシピ糖尿病を治すハンドブック 鈴木 吉彦

ユンタのゆっくり成長記 たちばな かおる

農業超大国アメリカの戦略 石井 勇人

野菜を病気と害虫から守る本 根本 久

かんたん手芸　1～5 手軽におしゃれインテリアプランツ グリーン・ギャラリー・ガーデンズ

スノードームにさ・し・す・せ・そ 童話工房ふろむ レオ・レオーニ希望の絵本をつくる人 松岡 希代子

おばけやさん　3 おかべ りか

おならゴリラ もりや しげやす

むしむしたんけんたい　1 西沢 杏子

うんちしたの、だーれ? 末吉 暁子 天気ハカセになろう 木村　竜治

チームふたり 吉野 万理子 キャリア教育のウソ 児美川　孝一郎

チームあした 吉野 万理子

左足のポルカ 手島 織江

紙の王国のキララ 村井 さだゆき じんべえざめ 新宮 晋

まいにちいちねんせい ばん ひろこ どろんこおそうじ さとう わきこ

トランプおじさんと家出してきたコブタ たかどの ほうこ どろんこ!どろんこ! むらかみ やすなり

体育館の日曜日 村上 しいこ あっ、オオカミだ! ステファニー・ブレイク

レナとつる薔薇の館 小森 香折 つなひき ジョン・バーニンガム

ゴリラでたまご 内田 麟太郎 おてらのつねこさん やぎゅう げんいちろう

おれたち戦国ロボサッカー部! 奈雅月 ありす ぼくのサイ ジョン・エイジー

海へ出るつもりじゃなかった　上アーサー・ランサム ひにとびこんだうさぎ 西本 鶏介

リトル・ジーニーときめきプラス　2ミランダ・ジョーンズ きんいろのしか 唯野 元弘

ココと幽霊 イワン・クーシャン そらをあるくしろいぞう 唯野 元弘

職場体験完全ガイド　35 ゴナンとかいぶつ イチンノロブ・ガンバートル

ダンゴムシ 今泉 忠明 バナナのはなし 伊沢 尚子
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ヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナー
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