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最終陳述 法坂 一広 日本語スケッチ帳 田中 章夫

ミーチャ・ベリャーエフの子狐たち 仁木 稔 シャーロック・ホームズ全集　5 アーサー・コナン・ドイル

ライアー 大沢 在昌 新・世界経済入門 西川 潤

忍者月輪 津本 陽 ひとり親家庭 赤石 千衣子

グレイ 堂場 瞬一 逃げろ光彦 内田 康夫

鼻に挟み撃ち いとう せいこう 百舌の叫ぶ夜 逢坂 剛

屋根屋 村田 喜代子 砕かれた鍵 逢坂 剛

空中ブランコのりのキキ 別役 実 署長刑事(デカ) 徹底抗戦 姉小路 祐

短編を七つ、書いた順 片岡 義男 うさぎ幻化行 北森 鴻

東京自叙伝 奥泉 光 贖罪 小杉 健治

可愛いベイビー 五十嵐 貴久 行人 夏目 漱石

神秘 白石 一文 九州新幹線「つばめ」誘拐事件 西村 京太郎

ある日の結婚 淺川 継太 社奴 森村 誠一

憂いなき街 佐々木 譲 幸せのコイン 鯨 統一郎

ライバル 川上 健一 死神の影 鈴木 英治

満月の道 宮本 輝 天命の扉 遠藤 武文

本屋さんのダイアナ 柚木 麻子 宿場魂 倉阪 鬼一郎

惚れさせ若様 聖 龍人 開国の使者 佐藤 賢一

ブレイクスルー 松尾 健史 お江戸、ほろり 高橋 由太

ここからはじまる はらだ みずき

貘の檻 道尾 秀介

死の都の風景 オトー・ドフ・クルカ

天空の家 藤元 優子

風通しのいい生き方 曽野 綾子 過去ある女 レイモンド・チャンドラー

なまけもの礼讃 北 杜夫 狂った殺人 フィリップ・マクドナルド

96歳。今日を喜ぶ。一人をたのしむ 吉沢 久子 コブラ　上・下 フレデリック・フォーサイス

三谷幸喜のありふれた生活　12 三谷 幸喜 だれも知らないムーミン谷 熊沢 里美

曲り角のその先に 村岡 花子

潜水艦隊 橋本 以行
おいしいおっぱいと大人ごはんから取り分け 弓田 亨

らくらく育児百科 細谷 亮太

佐高信の緊急対論50選　天の巻 佐高 信

ナチスの亡霊 ベンジャミン・フルフォード

日本の決意 安倍 晋三 認知症のベストチョイス NHK「チョイス@病気になったとき

これでわかったビットコイン 斉藤 賢爾 がんでは死なない再発をのりきる 松江 寛人

100%得をするふるさと納税生活 金森 重樹 上手に活用!介護保険&介護サービス中村 聡樹

高齢者が働くということ ケイトリン・リンチ Q&Aでわかるこころの病の疑問100 高橋 清久

海外戦没者の戦後史 浜井 和史 心配しないでいいですよ再発・転移大腸がん 山口 俊晴

　　　　

 米子市立図書館

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

健康情報の本健康情報の本健康情報の本健康情報の本

あたらしく
入った本

平成26年6月 4/25～5/25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。)

子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援



EVERNOTE基本&活用ワザ完全ガイド コグレ マサト インターネット消費者相談Q&A 第二東京弁護士会消費者問題対策委員

ツイッター創業物語 ニック・ビルトン 弁護士が説くDV解決マニュアル 長谷川 京子

本棚探偵最後の挨拶 喜国 雅彦 解決のための交通事故チェックリスト 宮尾 一郎

完本うらやましい死に方 五木 寛之 これだけは知っておきたい人生に必要な法律 にへい ひろし

図説世界を変えた50の哲学 ジェレミー・スタンルーム

まりこふんの古墳ブック まりこふん

遠回りがいちばん遠くまで行ける 有川 真由美 デカルトの悪魔はなぜ笑うのか ジョエル・レヴィ

究極日本の聖地 鎌田 東二 数学ガールの秘密ノート 結城 浩

殿様は「明治」をどう生きたのか 河合 敦 ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺 佑基

徳川吉宗と江戸城 岡崎 寛徳 イモムシハンドブック　3 安田 守

健やかに老いるための時間老年学 大塚 邦明

安心のペットボトル温灸 若林 理砂

島の猫 岩合 光昭 集合、成田。行き先、宇宙。 浅川 恵司

誰でもできる多肉植物スタイルブック 松山 美紗 江戸全170城最期の運命 八幡 和郎

イラストでわかりやすい!緑のカーテンの育 島田 有紀子 撥水素材でソーイング 水野 佳子

LINEを集客と販促に活かす本 武井 一巳 大きな字でわかりやすいFacebook入門 松延 健児

「ななつ星」物語 一志 治夫 手しごと、家しごと 内田 彩仍

12歳からのスマホのマナー入門 藤川 大祐 初女さんのお料理 佐藤 初女

光琳を慕う-中村芳中 中村 芳中

ビゴーを読む 清水 勲

やきものの里めぐり 永峰 美佳 僕の介護日記 矢野　メメ

無敗の男-田中将大 古内 義明 30代でちいさなカフェはじめました 岩上 喜実

雑談力が上がる大事典 齋藤 孝 思い出は発見である 萱堂　光徳

頭の悪い日本語 小谷野 敦 風土記説話の謎 宇佐美 正利

人麻呂さん石見に生きて恋して 川島 芙美子

外資系金融のExcel作成術 慎 泰俊

図解あっという間に経営分析!! 黒永 哲至 宗教家になるには 島田 裕巳

思わず買ってしまう仕掛けの極意 藤木 悠久治 21世紀はどんな世界になるのか 眞 淳平

「日本一労働時間が短い“超ホワイト企業” 天外 伺朗 中高生のための「かたづけ」の本 杉田 明子

お客様が集まる店頭<手書き>ボード 中村 心 銀行員になるには 泉 美智子

シニア起業家の挑戦 鈴木 克也 ベン・トー　12 アサウラ

「経理のしごと」がわかる本入門 高下 淳子 ソードアート・オンライン　14 川原 礫

コロボックル絵物語 有川 浩 さようなら、おばあちゃん メラニー・ウォルシュ

都道府県なるほど解説　下巻 上野 和彦 ピヨピヨはじめてのキャンプ 工藤 ノリコ

名作絵本きょうのおはなし　1,2 『灯台』編集部 もぐらくんこねずみをすくう（ドイツ語版） ハナ・ドスコチロヴァー

恋する和パティシエール　5 工藤 純子 ロンドンのマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス

偽善のすすめ パオロ・マッツァリーノ でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬 なおかた

あしたへジャンプ!卓球部 横沢 彰 たなかさんちのだいぼうけん 大島 妙子

名作絵本きょうのおはなし　1 『灯台』編集部 もぐらくんとゆきだるまくん ハナ・ドスコチロヴァー

事前学習に役立つみんなの修学旅行　沖縄 上原 靜 もぐらくんとパラソル ハナ・ドスコチロヴァー

ひそひそ森の妖怪 富安 陽子 フリックス トミ・ウンゲラー

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

産業・藝術・スポーツ・語学産業・藝術・スポーツ・語学産業・藝術・スポーツ・語学産業・藝術・スポーツ・語学

自然科学・技術・家庭自然科学・技術・家庭自然科学・技術・家庭自然科学・技術・家庭

ヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルト

児童児童児童児童 絵本絵本絵本絵本

総記・哲学・宗教・歴史総記・哲学・宗教・歴史総記・哲学・宗教・歴史総記・哲学・宗教・歴史 法律情報法律情報法律情報法律情報

郷土の本郷土の本郷土の本郷土の本


