
帰郷 浅田 次郎

陸王 池井戸 潤

海と山のピアノ いしい しんじ 万願堂黄表紙事件帖　② 稲葉 稔

ラジオラジオラジオ! 加藤 千恵 幸せのかたち 今井 絵美子

このあたりの人たち 川上 弘美 まぼろしのコロッケ 倉阪 鬼一郎

スティグマータ 近藤 史恵 浅草料理捕物帖　③ 小杉 健治

真贋 今野 敏 飛んで火に入る料理番 小早川 涼

裸の華 桜木 紫乃 一首千両 佐伯 泰英

記憶の渚にて 白石 一文 邂逅の紅蓮 芝村 凉也

私の消滅 中村 文則 特捜本部 堂場 瞬一

三舟、奔る! 仁木 英之 みみずく小僧 鳥羽 亮

お春 橋本 治 しのぶ雨江戸恋慕 平岩 弓枝

生還せよ 福田 和代 不殺の剣 牧 秀彦

スタフ 道尾 秀介 風は青海を渡るのか? 森 博嗣

希望荘 宮部 みゆき 思い出す事など/私の個人主義/硝子戸の中 夏目 漱石

長流の畔(ほとり) 宮本 輝 ペリー来航 西川 武臣

ラストナイト 薬丸 岳 ヴェネツィア 宮下 規久朗

珠玉の短編 山田 詠美 大乗仏教概論 鈴木 大拙

ずんずん! 山本 一力 呉越春秋 趙 曄

玄冬の門 五木 寛之 運命の25セント シドニィ・シェルダン

消えるコトバ・消えないコトバ 外山 滋比古 アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G.イトゥルベ

ベスト・エッセイ　2016 日本文藝家協会 執着 ハビエル・マリアス

息子ってヤツは 室井 佑月 宇宙ヴァンパイアー コリン・ウィルソン

神話で読みとく古代日本 松本 直樹 ぼくが発達障害だからできたこと 市川 拓司
「不思議な会社」に不思議なんてない 荒木 恭司 カーボカウントでよくわかる炭水化物量ハン小澤 幸彦

るるぶ山陰　'17 アトピーが治った。 横井 謙太郎

図解でわかる腎臓病 川村 哲也

笑って付き合う認知症 榎本 睦郎

民主主義は止まらない SEALDs ハンセン病療養所に生きた女たち 福西 征子
なぜ、世界から戦争がなくならないのか? 池上 彰 どんなウツも、絶対よくなるラクになる! 有島 サトエ

「地方創生」へのまちづくり・ひとづくり 袖井 孝子

第二の産業分水嶺 マイケル・J.ピオリ

ディスレクシア入門 加藤 醇子 シニアの品格 小屋 一雄
アドラー流「自分から勉強する子」の親の言葉 和田 秀樹 走り方で脳が変わる! 茂木 健一郎

日本の暦と生きるていねいな暮らし 康 光岐 楽しく歌うだけで脳がたちまち若返る! 周東 寛
戦争が大嫌いな人のための正しく学ぶ安保法 小川 和久 ひざに「!」を感じたら読む本 橋本 三四郎

　　　　

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28年8月号

健康長寿の本健康長寿の本健康長寿の本健康長寿の本

郷土の本郷土の本郷土の本郷土の本

6/26～7/25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“新着図書”をクリック

してアクセスできます。)
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花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖編 小榑 雅章 ニュートリノ小さな大発見 梶田 隆章

老いを照らす 瀬戸内 寂聴 特殊撮影!甲虫の世界 小檜山 賢二

完訳論語 孔子 きほんのアロマテラピー 佐々木 薫

高坂正堯と戦後日本 五百旗頭 真 はつみみ植物園 西畠 清順

ビジュアル年表台湾統治五十年 乃南 アサ こんなところにいたの? 林 良博

いま、<日本>を考えるということ 木村 草太 図面でひもとく名建築 五十嵐 太郎

日常を探検に変える トリスタン・グーリー トコトンやさしい形状記憶合金の本 形状記憶合金協会

サヨナラお金の不安 畠中 雅子

世界一やさしいスパイスカレー教室 水野 仁輔

はじめてのテラリウム 勝地 末子 韓式ふたりごはん mina furuya

わが家のハリネズミ生態観察記 鈴木 欣司 あなたもつかめる!もう探さない人生 吉川 永里子

はじめてのスマホ 石川 温 なるほど!育じい道 石蔵 文信

ねないこはわたし せな けいこ

浮世絵の女たち 鈴木 由紀子

ガレとラリックのジャポニスム 山根 郁信 よくわかる!聴覚障害者への合理的配慮とは? 『聴覚障害者への合理的配慮とは?』

虎一筋。必死のパッチの19年 関本 賢太郎

日本語大好き 金田一 秀穂

田中角栄心をつかむ3分間スピーチ 小林 吉弥 表参道高校合唱部!　③ 櫻井 剛

会話と作文に役立つドイツ語定型表現365 橋本 政義 楽しく習得!英語多読法 クリストファー・ベルトン

エデとウンク アレクス・ウェディング

たった1秒で仕事が片づくExcel自動化の教科書 吉田 拳

「女性にやさしい」その先へ AERA編集部 0～5歳子どもの味覚の育て方 とけいじ 千絵

一番わかりやすい!簿記入門 袴田 正美 赤ちゃんすくすく時期別妊娠中の食事 笠井 靖代

図解はじめての電力自由化ビジネス 船井総合研究所スマートエネルギーグループ NHK Eテレ「すくすく子育て」愛情が伝わる!叱り方ほめ方 NHK「すくすく子育て」制作班

メンタルが強くなる60のルーティン 中谷 彰宏

日本の色 桜井 輝子

記者・ライターの「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 秋山 謙一郎 とらねことらたとなつのうみ あまん きみこ

あいうえおでんしゃじてん くにすえ たくし

ぼくんちのシロ すずき みほ

くらべる図鑑 加藤 由子ほか ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 谷口 智則

トリックアートミステリートレイン 北岡 明佳 王さまABC 寺村 輝夫

鎌倉時代のサバイバル イセケヌ あたまのうえのかみさま のぶみ

妖怪 倉本 昭 宇宙人っているの? 長沼 毅

世界の化学者12か月 かこ さとし ぞうちゃんのいやいや 三浦 太郎

天文キャラクター図鑑 渡部 潤一 ねこのひけしや 渡辺 有一

未来のクルマができるまで 岩貞 るみこ セラフィナせんちょうになる ロラン・ド・ブリュノフ

菌ちゃん野菜をつくろうよ! あんず ゆき お城と騎士1001のさがしもの ヘイゼル・マスケル

江戸を楽しむ!絵ときなぞなぞ 岩崎 均史

日本語あそび学 稲葉 茂勝

ルルとララのようこそタルト あんびる やすこ

たらふくまんま 馬場 のぼる

ひっこしをした かばのこカバオ 森山 京

ゴーストの騎士 コルネーリア・フンケ

ビジネスの本ビジネスの本ビジネスの本ビジネスの本

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

法律情報の本法律情報の本法律情報の本法律情報の本

子育て支援の本子育て支援の本子育て支援の本子育て支援の本

今年度も今年度も今年度も今年度もCDCDCDCDが入りました！が入りました！が入りました！が入りました！『『『『赤毛のアン赤毛のアン赤毛のアン赤毛のアン』』』』やややや
『『『『三四郎三四郎三四郎三四郎』』』』等、朗読ＣＤが中心です。その他落語、等、朗読ＣＤが中心です。その他落語、等、朗読ＣＤが中心です。その他落語、等、朗読ＣＤが中心です。その他落語、
劇に使えるＢＧＭや効果音と、様々なＣＤを取り劇に使えるＢＧＭや効果音と、様々なＣＤを取り劇に使えるＢＧＭや効果音と、様々なＣＤを取り劇に使えるＢＧＭや効果音と、様々なＣＤを取り
揃えております。ぜひご利用ください！揃えております。ぜひご利用ください！揃えております。ぜひご利用ください！揃えております。ぜひご利用ください！


