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芥川症 久坂部 羊 売り出された花嫁 赤川 次郎

つばき 山本 一力 高尾山魔界の殺人 梓 林太郎

すべての神様の十月 小路 幸也 大江戸「町」物語 月 辻堂 魁

蜂に魅かれた容疑者 大倉 崇裕 江戸の陰陽師 聖 龍人

胡蝶殺し 近藤 史恵 先生のお庭番 朝井 まかて

A 中村 文則 「紫の女(ひと)」殺人事件 内田 康夫

沙羅沙羅越え 風野 真知雄 闇の争覇 今野 敏

ナイト&シャドウ 柳 広司 短篇ベストコレクション　2014 日本文藝家協会

偽恋愛小説家 森 晶麿 悪党の戦旗 岩井 三四二

星星の火 福田 和代 硝子の探偵と銀の密室 小島 正樹

知の孤島 小前 亮 ベスト本格ミステリ　2014 本格ミステリ作家クラブ

ひかげ旅館へいらっしゃい 加藤 元 ムカシ×ムカシ 森 博嗣

芸者でGO 山本 幸久 ラバーネッカー ベリンダ・バウアー

モノクローム 乾 ルカ 失われた時を求めて　7 プルースト

ミドリのミ 吉川 トリコ 月と篝火 パヴェーゼ

二千七百の夏と冬　【上】【下】 荻原 浩 ドキュメント豪雨災害 稲泉 連

金魚鉢の夏 樋口 有介 NASA 佐藤 靖

ぱりぱり 瀧羽 麻子 中国絵画入門 宇佐美 文理

それは甘くないかなあ、森くん。 小野寺 史宜 移植医療 橳島 次郎

死の天使はドミノを倒す 太田 忠司

山女日記 湊　かなえ

カッコウの叫び声　【上】【下】 ロバート・ガルブレイス

月の部屋で会いましょう レイ・ヴクサヴィッチ

太陽がもったいない 山崎 ナオコーラ 五枚目のエース スチュアート・パーマー

毒唇主義 内館 牧子 かつては岸 ポール・ユーン
群れない媚びないこうやって生きてきた 下重 暁子 忘却の声　【上】【下】 アリス・ラプラント

きみは赤ちゃん 川上 未映子 火曜日の手紙 エレーヌ・グレミヨン

女という生きもの 益田 ミリ

私のもらった文学賞 トーマス・ベルンハルト

全国訪問おはなし隊絵本の読み聞かせガイド 講談社

1～5才ごろはじめての幼児食 小池 澄子
すぐにわかる集団的自衛権ってなに? 戦争をさせない1000人委員会

集団的自衛権の焦点「限定容認」をめぐる50の論点 松竹 伸幸

日本を変える!若手論客20の提言 田原 総一朗 働き盛りを襲う脳梗塞 内山 真一郎

コクヨ式机まわりの「整え方」 齋藤 敦子 高血圧の基本の食事 苅尾 七臣

お金で世界が見えてくる! 池上 彰 認知症とわたしたち 朝日新聞取材

日本伝承のあそび読本 加古 里子 不安障害の子どもたち 近藤 直司

PTAをけっこうラクにたのしくする本 大塚 玲子 図解やさしくわかる非定型うつ病 貝谷 久宣

　　　　

 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8月 6/25～7/25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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ソーシャルメディアの何が気持ち悪いのか 香山 リカ 気象・天気の新事実 木村 龍治

学校司書って、こんな仕事 学校図書館問題研究会 地下に潜む次の脅威 NHK取材班

思想史の名脇役たち 合田 正人 ここが見どころ日本の山 小泉 武栄

子どもを本嫌いにしない本 赤木 かん子 美しすぎるカブトムシ図鑑 野澤 亘伸

書店不屈宣言 田口 久美子 最高の住まいをつくる「リフォーム」の教科書 佐川 旭

仏教がつなぐアジア 佐藤 文子 ポジャギづくり 金 賢姫

40歳、初めてのお見合い 大手小町編集部 手ぬぐいスタイルブック 君野 倫子

最強の家訓 齋藤 孝 結んでつくるカンタンバッグとアクセサリー 北尾 惠美子

現代語訳魏志倭人伝 松尾 光 こうの早苗の布違いで楽しむ大人ワンピース こうの 早苗

古写真に見る幕末明治の長崎 姫野 順一 エイジレスメイクの基本 田村 俊人

作りおき&ごちそうおかず 上島 亜紀

もっと使える絶品マリネ 坂田 阿希子

つくる・育てる・飾る!超ミニ盆栽 岩井 輝紀 青空Picnic弁当 長谷川 りえ

くらしのくだもの12か月 銀座千疋屋 江戸おかず　12カ月のレシピ 車 浮代

育ててみたい美しいスイレン 加藤 宣幸 冷凍保存で使いきりレシピ 岩崎 啓子

三陸鉄道情熱復活物語 笑顔をつなぐ、ずっと… 品川 雅彦 いちばんやさしいタイ料理 パカマス・タンシリピンヨー

僕はウォーホル キャサリン・イングラム しっとり、ふわふわ小さな焼き菓子 高橋 教子

未来のだるまちゃんへ かこ さとし

どんぶり金魚の楽しみ方 岡本 信明

親子で作る!自然素材のかんたん雑貨&おもちゃ 光橋 翠 音のない世界と音のある世界をつなぐ 松森 果林

軍師官兵衛　後編 NHK出版 「がんばらない」人生相談 ひろ さちや

フラダンスのはじめ 伊藤 彩子 思い出のマーニー ジョーン・G.ロビンソン

漢字に託した「日本の心」 笹原 宏之 ぼくらのコブラ記念日 宗田 理

ムーミン谷の絵辞典 トーベ・ヤンソン トリガール! 中村 航

星やどりの声 朝井 リョウ

吉野北高校図書委員会 山本 渚

一番わかる会社設立と運営のしかた 中野 裕哲

ど素人がはじめる起業の本 滝岡 幸子

「高いなぁ」と言われても売れる営業のしかけ 箱田 忠昭 レンタルおばけのレストラン 宮本 えつよし

一流の店長を目指すあなたへ 幡地 嘉代 だるまちゃんとやまんめちゃん 加古 里子

ビジネスに効く最強の「読書」 出口 治明 わらうほし 荒井 良二

幸せな職場のつくり方 坂本 光司 かしこいウサギとはずかしがりやの大きな鳥 パスカル・マレ

仕事の熱量 ベストセラーズチャンネル ターシャ・テューダーのマザーグース ターシャ・テューダー

かしこくいきるしまりす 手島 圭三郎
あめのひに チェ ソンオク

「なぜ?」に答える科学のお話366 長沼 毅 うみの100かいだてのいえ いわい としお

動く!遊べる!小学生のおもしろ工作 滝川 洋二 ヨナタンは名たんてい デイヴィッド・グロスマン

小学生の自由研究パーフェクト　 成美堂出版編集部 うそ 中川 ひろたか

生きものつかまえたらどうする? 秋山 幸也 とまとさんがね… とよた かずひこ

かこさとしあそびずかん　なつのまき かこ さとし

おばけのソッチとぞびぞびキャンディー 角野 栄子 中高生におすすめの本・自由研究の本

ルルとララのコットンのマカロン あんびる やすこ 　　　　　　　　　　入りました！

がっこうのおばけずかん　ワンデイてんこうせい 斉藤 洋 　　　　　　　　　　

さよなら宇宙人 高科 正信

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
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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


