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戌亥の追風 山本 一力 星月夜 伊集院 静

利休の茶杓 山本 兼一 異境 堂場 瞬一

平凡 角田 光代 女難の相あり 風野 真知雄

天の光 葉室 麟 木戸の富くじ 喜安 幸夫

もしも俺たちが天使なら 伊岡 瞬 三毛猫ホームズの花嫁人形 赤川 次郎

帰らずの海 馳 星周 あるじは秀吉 岩井 三四二

星々たち 桜木 紫乃 転迷 今野 敏

虚ろな十字架 東野 圭吾 無花果の森 小池 真理子

ことり屋おけい探鳥双紙 梶 よう子 幽霊の涙 諸田 玲子

眠る魚 坂東 眞砂子 虹色の決着 早見 俊

岳飛伝　9 北方 謙三 安南から刺客 佐伯 泰英

モンフォーコンの鼠 鹿島 茂 日和山 佐伯 一麦

決断 小杉 健治 密偵(いぬ)がいる 藤 水名子

男ともだち 千早 茜 疾(はし)れ、影法師 森 詠

風 青山 七恵 母のはなし 群 ようこ

盲目的な恋と友情 辻村 深月 ローマで消えた女たち ドナート・カッリージ

迷子の王様 垣根 涼介 SF的な宇宙で安全に暮らすっていうこと チャールズ・ユウ

糸を手繰れば 志川 節子 科学のこれまで、科学のこれから 池内 了／著

女系の総督 藤田 宜永 社会を結びなおす 本田 由紀／著

パリ症候群(シンドローム) 岸田 るり子

老いの入舞い 松井 今朝子

沈黙を破る者 メヒティルト・ボルマン

岸辺なき流れ　上・下 ハンス・ヘニー・ヤーン

突然美女のごとく 林 真理子 愛書狂 G.フローベール

寂聴まんだら対談 瀬戸内 寂聴 ランサローテ島 ミシェル・ウエルベック

「あまちゃん」はなぜ面白かったか? 小林 信彦 旅のスケッチ トーベ・ヤンソン

ノー・シューズ 佐々木 マキ アンティゴネー ソポクレース

いきいき96歳! 吉沢 久子

夫婦のルール 三浦 朱門

いちばんよくわかる育児 住友 眞佐美

いちばんよくわかる離乳食 上田 玲子

官房長官 側近の政治学 星 浩

図解池上彰の経済「超」入門 池上 彰

老後を自活する相続対策 黒木 貞彦 認知症よい対応・わるい対応 浦上 克哉

夜回り先生子育てで一番大切なこと 水谷 修 長生きは足腰が9割 福田 知佐子

「メシが食える大人」に育つ子どもの習慣 高濱 正伸 いくつになっても歩ける「股関節調整」 原田 優子

人が死ぬということ 中山 寒稀 介護はつらいよ 大島 一洋

図説英国紅茶の歴史 Cha Tea紅茶教室 わかってくれるかな、子どもの高次脳機能障 太田 令子

　　　　

 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7月 5/25～6/25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



自分のペースでゆったり学ぶExcel VBA 日花 弘子 パートナーの浮気に気づいたら!調査・慰謝 元榮 太一郎

読書礼讃 アルベルト・マングェル 弁護士に聞きたい!ストーカー・DVの問題Q&A 馬場・澤田法律事務所

ポケットに物語を入れて 角田 光代 労働時間・休日・休暇・休業 中山 慈夫

老いのこころ 佐藤 眞一 職場のいじめ・パワハラと法対策 水谷 英夫

救う力 吉岡 秀人

家族の悪知恵 西原 理恵子

すっきり!わかる歴史認識の争点Q&A 歴史教育者協議会 謎の絶滅動物たち 北村 雄一

日本史汚名返上 井沢 元彦 図鑑大好き! 千葉県立中央博物館

小林一三 北 康利 食べものだけで余命3か月のガンが消えた 高遠 智子

最高の休日 世界の美しい都市 高作 自子 絶対に知っておきたい食品選びの鉄則 永田 裕子

みんなが知りたいPM2.5の疑問25 畠山 史郎

いちばんわかりやすいおさいほうの基礎BOOK 越膳 夕香

自然菜園で野菜づくり 竹内 孝功 だれにも聞けなかった大人のメイク再入門 中野 まさよし

写真ですぐわかる安心・安全植物の病害虫症 高橋 孝文 巻いて巻いてどんどん巻いて! 今泉 久美

鉢で美しく育てるバラ 木村 卓功 みんなのおうちカレー 柴田書店

犬と人の生物学 スタンレー・コレン 野菜のごちそうお寺の常備菜とおかず 松原 真紗子

インコのおとちゃん 村東 剛 台所道具を一生ものにする手入れ術 日野 明子

林業男子 山崎 真由子 ラクするための片づけルール 吉川 永里子

世界で一番美しい駅舎

PPバンドで作るかわいいプラかごとバッグ 古木 明美

女を観る歌舞伎 酒井 順子 先生、ワラジムシが取っ組みあいのケンカをしています！ 小林 朋道

柿谷曜一朗のサッカースーパーテクニックバイブル 柿谷曜一朗 出雲 　神話の里を旅する

天声人語　2014春 朝日新聞論説委員室 悠々山歩き 安藤　哲夫

ワンランク上をいく英語ライティング 川村 正樹 写真作品集　神仏のおわします山　大山 福島  多暉夫

八雲の妻　小泉セツの生涯 長谷川  洋二

ネットビジネス・通販サイト運営のための法 服部 真和

仕事の小さな幸福 木村 俊介 21歳男子、過疎の山村に住むことにしました 水柿 大地

フレッシュ中小企業診断士の合　続(2014年版) 小林 勇治 平安女子の楽しい!生活 川村 裕子

35歳からの女性が活きる仕事術 働くオトナ女子応援プロジェクト 1秒って誰が決めるの? 安田 正美

1年間“がむしゃら”に働くだけで、人生は180度かわる 小宮 一哲 看護師になるには 川島 みどり

そのひと言で面接官に嫌われます 丸山 貴宏 お面屋たまよし　[1] [2] [3] 石川 宏千花

時間と場所にとらわれない新しい働き方 ランサーズ株式会社 いつか天魔の黒ウサギ 鏡　貴也

紙コップのオリオン 市川 朔久子 ムーミンと森のピクニック パイヴィ・アレニウス

伝説のエンドーくん まはら 三桃 ムーミンのさわってあそぶえほん トーベ・ヤンソン

クリオネのしっぽ 長崎 夏海 クロコダイルとイルカ ドリアン助川

魔女の診療所　[7][8] 倉橋 燿子 かたつむりぼうやとかめばあちゃん 西平 あかね

だまし絵の世界 北岡 明佳 くまくまパン 西村 敏雄／作

かんたんでおいしい！魔法のクッキングbook 枝元 なほみ トッキュウジャーかぞく のぶみ

気をつけよう!SNS　①②③ 小寺 信良 おばあ 中西　恵子

税ってなに?　シリーズ①②③ 三木 義一 せんをたどってがっこうへいこう ローラ・ユンクヴィスト

こころのふしぎなぜ?どうして? 大野 正人 いしをつんだおとこ あきやま ただし
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