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マインド 今野 敏 誘爆 堂場 瞬一

中島ハルコの恋愛相談室 林 真理子 日本文学100年の名作　⑩ 池内 紀

闇に咲く あさの あつこ 花嫁衣裳 桑島 かおり

長いお別れ 中島 京子 真の雨　【上】【下】 小杉 健治

ちゃんぽん食べたかっ! さだ まさし 書店ガール　④ 碧野 圭

水死人の帰還 小野 正嗣 古書ミステリー倶楽部　③ ミステリー文学資料館

ウツボカズラの甘い息 柚月 裕子 料理番に夏疾風 小早川 涼

可愛い世の中 山崎 ナオコーラ 虚空の糸 麻見 和史

踊り子と探偵とパリを 小路 幸也 諏訪はぐれ旅 早見 俊

鬼忘島 江上 剛 この国の空 高井 有一

君の隣に 本多 孝好 貸し物屋お庸　② 平谷 美樹

ブラック・ベルベット 恩田 陸 きっと、夢にみる 中島 京子

いとの森の家 東 直子 異国の影 佐伯 泰英

かわいい結婚 山内 マリコ 迷君に候 筒井 康隆

アンタッチャブル 馳 星周 ヴァルカンの鉄鎚 フィリップ・K.ディック

朝が来る 辻村 深月 O・ヘンリー ニューヨーク小説集 O.ヘンリー

勁草 黒川 博行 地域に希望あり 大江 正章

三人屋 原田 ひ香 世論調査とは何だろうか 岩本 裕

あしたの朝子 山口 恵以子 人物で語る数学入門 高瀬 正仁

私の息子はサルだった 佐野 洋子 夏の沈黙 ルネ・ナイト

時計じかけの熱血ポンちゃん 山田 詠美 ジーン・ウルフの記念日の本 ジーン・ウルフ

世界は終わりそうにない 角田 光代 ブリジット・ジョーンズの日記　【上】【下】 ヘレン・フィールディング

女優で観るか、監督を追うか 小林 信彦 ミスター・ホームズ名探偵最後の事件 ミッチ・カリン

中年だって生きている 酒井 順子 美しき廃墟 ジェス・ウォルター

衣にちにち 群 ようこ

教えてください。野坂さん 野坂 昭如

子どもの育ちと脳の発達 佐藤 佳代子
1・2・3歳児の親が本当に困っていること15 「ベビーブック」編集部

ヘイトスピーチ 安田 浩一

善と悪の経済学 トーマス・セドラチェク

ぼくらの民主主義なんだぜ 高橋 源一郎 図解でわかる!小児ぜんそく 大矢 幸弘

戦後経済史 野口 悠紀雄 アトピッ子の素肌をつくる 隅田 さちえ

私たちのしごと 小山 博孝 毎日おいしい高血圧の減塩レシピ 富野 康日己

トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳 徹子 認知症を進ませない生活と介護 今井 幸充

絵から読み解く江戸庶民の暮らし 安村 敏信 最新肝臓・胆のう・すい臓の病気をよくする 横山 泉

「贈る」と「お返し」のマナー 松本 繁美 うちの子って発達障害!?　② トマコ

　　　　

 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27年7月 5/25～6/24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



情報貧国ニッポン 山崎 久道 ボケたくないなら筋トレをやりなさい 本山 輝幸

PowerPointプロ技セレクション 稲村 暢子 80歳まで健康に生きる36の秘訣 渡辺 雄二

「エネルギー自治」で地域再生! 諸富 徹 バラエティクイズ&ぬり絵で脳トレーニング 脳トレーニング研究会

コンピューターがネットと出会ったら 坂村 健 シニアが楽しむ言葉遊びと思い出クイズ・記憶遊び 今井 弘雄

レンズが撮らえた日本人カメラマンの見た幕末 小沢 健志 ココナッツミルクでボケを遠ざけ健康になる 白澤 卓二

日米開戦の正体 孫崎 享 らくらくリンパ体操 前新 マミ

戦国貴族の生き残り戦略 岡野 友彦 老い駆けろ!人生 草野 仁

寺院消滅 鵜飼 秀徳 10分のゴロ寝で10年長生きできる! 瓜田 純久

源義経と壇ノ浦 前川 佳代 シニア夫婦のかんたん健康ごはん 岩崎 啓子

軍艦島に行く 酒井 透 はじめてのシニアの健康スムージー 牧野 直子

減塩のコツ早わかり 牧野 直子

安保徹の長寿革命 安保 徹

日本スターバックス物語 梅本 龍夫

かわいい絵巻 上野 友愛

ディック・ブルーナ 平凡社 絵でわかる地図と測量 中川 雅史

はじめての手作り万華鏡 山見 浩司 雑草が面白い 盛口 満

錦織圭さらなる高みへ 塚越 亘 欧州ヨーロッパのドボクを見に行こう 八馬 智

ウサイン・ボルト自伝 ウサイン・ボルト 航空機のテクノロジー ニュートンプレス

中高年の山歩きおたすけブック ブルーガイド 戦艦「大和」と「武蔵」 宝島社

バスケットボール判断力を高めるトレーニングブック 鈴木 良和 コツがわかれば簡単!らくらく15分着付け 石田 節子

かいのどうぶつえん 角田 元 あなたの料理がいちばんおいしい 長尾 智子

映画で日本を考える 佐藤 忠男 ごちそうたまごレシピ 浜内 千波

必ず役立つ合唱の本　日本語作品編 古橋 富士雄 どんぶり+もう一品 足立 洋子

擬音語・擬態語辞典 山口 仲美 出社30分前でも間に合う!おいしい朝ごはん 結城 寿美江

ホームメイドアイスバー 荻田 尚子

プレゼンをキメる30秒のつくり方高橋 晋平

伝達力・実績UP!仕事の評価がグングン上がる 平松 直起 Newton編集長の実験と工作 水谷 仁

こう動く!就職活動オールガイ　'17年版 高嶌 悠人 THE BOOKS green ミシマ社

農業で成功する人うまくいかない人 澤浦 彰治 世界を平和にするためのささやかな提案 池澤 春菜

わかる!使える色彩学 勝馬 ちなつ

会社を元気にする51の「仕組み」 新免 玲子

定年前後の知らなきゃ損する手続き得ガイド 土屋 信彦 そらまめくんのあたらしいベッド なかや みわ

なつはひるね 村上 康成

やぎのしずかのしんみりしたいちにち 田島 征三

ボルネオでオランウータンに会う たかはし あきら ばけばけばけばけばけたくん　たんじょうび 岩田 明子

かき氷 細島 雅代 いしゃがよい さくら せかい

なぜなに日本語 関根 健一 ワニくんとパーティーにいったんだ ジュディス・カー

あま～いおかしにご妖怪? 廣田 衣世 ぼくは、チューズデー ルイス・カルロス・モンタルバン

ふりかえれば名探偵 杉山 亮 あーといってよあー 小野寺 悦子

教室の日曜日 村上 しいこ えいっ 三木 卓

ライラックの枝のクロウタドリ ジェイムズ・リーヴズ くんくんくんこれはどなたのわすれもの? はやし ますみ

かわうそオスカーのすべりだい ナサニエル・ベンチリー まるまるだーれ? わかやま しずこ

ジャングル・ブック ラドヤード・キプリング とうもろこしくんがね… とよた かずひこ

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 健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿


