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春の庭 柴崎 友香 実験的経験 森 博嗣

雨の狩人 大沢 在昌 八月の犬は二度吠える 鴻上 尚史

銀翼のイカロス 池井戸 潤 狼虎血闘 鳥羽 亮

怪談 小池 真理子 ロカ 中島 らも

悟浄出立 万城目 学 誰にもあげない 山岸 きくみ

敗者たちの季節 あさの あつこ 花ならば赤く 有吉 佐和子

すえずえ 畠中 恵 ジェントルマン 山田 詠美

小森谷くんが決めたこと 中村 航 天の梯　  みをつくし料理帖　10 高田 郁

喝采 藤田 宜永 神隠し　 佐伯 泰英

翼、ふたたび 江上 剛 晴れの出稽古 牧 秀彦

捜査組曲 今野 敏 朱鞘の大刀 喜安 幸夫
遺譜　浅見光彦最後の事件【上】【下】 内田康夫 ツアコン! 相戸 結衣

明日の子供たち 有川 浩 たとえ傾いた世界でも トム・フランクリン

蟻の菜園 柚月 裕子 リンバロストの乙女　【上】【下】 G.ポーター

四人組がいた。 高村 薫 集団的自衛権と安全保障 豊下 楢彦

平蔵狩り 逢坂 剛 音楽を愛でるサル 正高 信男

癒し屋キリコの約束 森沢 明夫 金沢を歩く 山出 保

天に星 地に花 帚木 蓬生 日本語のニュアンス練習帳 中村 明

ラブコメの法則 東山 彰良

さよなら神様 麻耶 雄嵩

バードドッグ 木内 一裕 はい、チーズ カート・ヴォネガット

ハリー・クバート事件　【上】【下】 ジョエル・ディケール

北京から来た男　【上】【下】 ヘニング・マンケル

考えるマナー 赤瀬川 原平 プリティ・モンスターズ ケリー・リンク

酔狂に生きる 曾野 綾子 時限紙幣 ロジャー・ホッブズ

還暦からの電脳(デジタル)事始 高橋 源一郎 疫病神 莫言

元気の源 五体の散歩 外山 滋比古

想像の翼にのって 村岡 花子

猫大好き 東海林 さだお きほんの離乳食　カミカミ期 主婦の友社

きほんの離乳食　パクパク期 主婦の友社

知の訓練 原 武史

ヒロシマ戦後史 宇吹 暁 介助が困難な人への介護技術 滝波 順子

集団的自衛権の何が問題か 奥平 康弘 家族が統合失調症と診断されたら読む本 福智 寿彦

パーソナルデータの教科書 小林 慎太郎 介護のための排尿ケア入門 船津 良夫

貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 ジェーン・スー 患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2014年版大腸癌研究会

ここからはじめる点字・点訳のきほん 道村 静江 心臓リハビリ 長山 雅俊

いじめない力、いじめられない力 品川 裕香 60歳からの健康長生きごはん 大越 郷子

　　　　

 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9月 7/25～8/25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。)

子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援



学校図書館は何ができるのか?その可能性に迫る 門脇 久美子 初めてでも簡単あなたの年金早わかり 田中 章二

「もう疲れたよ…」にきく8つの習慣 岩井 俊憲 平和と命こそ 日野原 重明

時間に追われないための小さな習慣 榊原 陽子

大江戸今昔マップ かみゆ歴史編集部

空から見る戦後の東京 竹内 正浩 尾瀬の博物誌 大山 昌克

百舌鳥古墳群をあるく 久世 仁士 昆虫-里山に飛翔する生き物たち- 海野 和男

謎解きギリシア神話 吉田 敦彦 宇宙について知りたい68項目 ニュートンプレス

おどろきの東京縄文人 瀧井 宏臣 日本の地震地図 岡田 義光

綻びゆくアメリカ ジョージ・パッカー 散歩が楽しくなる雑草手帳 稲垣 栄洋

ぼくと数字のふしぎな世界 ダニエル・タメット 林ことみの刺し子ノート 林 ことみ

簡単木工家具STYLE暮らしに役立つ可愛い家具 主婦と生活社

暮らし上手の工夫とヒント 夏川 静子

宮沢賢治ハンドブック 天沢 退二郎 週末2時間で作れる!1週間分のおかず 結城 寿美江

山のエマージェンシー 木元 康晴 和サラダ・和マリネの本 西 潤一郎

家族で獲った銀メダル 葛西 紀明 絶品!ぶっちぎり108料理 八田 靖史

工場ディスカバリーZ 小林 哲朗 有元葉子の揚げもの 有元 葉子

おわらない音楽 小澤 征爾 笠原将弘の子ども定食 笠原 将弘

紙袋おりがみ 主婦の友社 野菜のチップス果実のチップス 藤田 承紀

山登りトラブル回避&対処マニュアル 野口 いづみ 外あそび&外ごはんをはじめよう noyama

鈴木敏夫のジブリ汗まみれ　4 鈴木 敏夫 デパ地下&デリで人気!ごちそうサラダ100 植松 良枝

源氏物語絵巻54帖　【上】【下】 小嶋 菜温子

美術、応答せよ! 森村 泰昌

わたしの木、こころの木 いせ ひでこ 松江・安来の昭和 いき出版

TOEFLによく出るアカデミック英単語 阿部 一 怪談四代記 小泉 凡

小さなお店のLINE@集客・販促ガイド 松浦 法子 富士百句で俳句入門 堀本 裕樹

あらすじと図解でよくわかる「ビジネス書」 山田 案稜 理系アナ桝太一の生物部な毎日 桝 太一

建設業の法務と労務実践マニュアル 林 智之 プチ革命 言葉の森を育てよう ドリアン助川

おもてなし接客・案内英会話フレーズ辞典 池田書店編集部 みんな地球に生きるひと　Part4 アグネス・チャン

小商いのはじめかた 伊藤 洋志 人類は衰退しました　9 田中 ロミオ

今日から稼ぐ「軽トラ」起業 阿部 観

おとぎれっしゃしゅっぱつしんこう! 間瀬 なおかた
自由研究アイディア集 藤子・F・不二雄 かがみのなか 恩田 陸

宇宙人に会いたい! 平林 久 オオサンショウウオ 福田 幸広

きょうりゅういっぱい図鑑 久保田 克博 ダンゴロゴロちゃん タダ サトシ

10歳からのお料理教室 大瀬 由生子 ペニーさんのサーカス マリー・ホール・エッツ

ぼくらの太平洋戦争 宗田 理 だじゃれ王国なぞなぞ動物園 大森 裕子

夏休みに、翡翠をさがした 岡田 依世子 クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ

勇者ライと3つの扉　1 エミリー・ロッダ キャンプ!キャンプ!キャンプ! 青山 友美

ヒックとドラゴン　11 ヒック・ホレンダス・ハドック三世 ばななせんせいとおさんぽ 得田 之久

タラ・ダンカン　11【上】【下】 ソフィー・オドゥワン=マミコニアン かみなりどんがやってきた 中川 ひろたか

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
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