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ＳＨＩＶＥＲ狼の恋人　上・下 マギー・スティーフベーター

平ら山を越えて テリー・ビッスン
夜中に犬に起こった奇妙な事件 マーク・ハッドン
オスカー・ワイルドとキャンドルライト殺人事件 ジャイルズ・ブランドレス

バイバイ、ブラックバード 伊坂　幸太郎 冬のライオン セバスチャン・ユンガー

天海の秘宝　上・下 夢枕　獏
祈る時はいつもひとり　上・下 白川　道
風が吹けば 加藤　実秋 寂聴辻説法 瀬戸内　寂聴
野川 長野　まゆみ 小福歳時記 群　ようこ
ダーティ・ママ！ 秦　建日子 「六病息災」の小川です！ 小川　宏
丘の上の赤い屋根 青井　夏海 早くお家に帰りたい 大橋　歩
長弓戯画 滝田　務雄 作家の昼下がり 舟崎　克彦
露の玉垣 乙川　優三郎 日本人へ　国家と歴史篇 塩野　七生
マルス・ブルー 鳴海　章
老猿 藤田　宜永
終わらざる夏　上・下 浅田　次郎 木簡から古代がみえる 木簡学会
御不浄バトル 羽田　圭介 『七人の侍』と現代 四方田　犬彦
ビターシュガー 大島　真寿美 図解・旅客機運航のメカニズム 三沢　慶洋
スリープ 乾　くるみ 紀の川殺人事件 梓　林太郎
叛撃 今野　敏 終幕（フィナーレ）のない殺人 内田　康夫
評決 深谷　忠記 万能鑑定士Ｑの事件簿　4 松岡　圭祐
今日を刻む時計 宇江佐　真理 東北三大祭り殺人事件 木谷　恭介
四雁川流景 玄侑　宗久 幽霊物語　上・下 赤川　次郎
やっちゃれ、やっちゃれ！ 坂東　真砂子
路地裏ビルヂング 三羽　省吾
タナボタ！ 高嶋　哲夫 Ｑ＆Ａ過払金返還請求の手引 名古屋消費者信用問題研究会

幸せになる離活 渋川　良幸

論戦　２０１０ 桜井　よしこ
松下幸之助はなぜ、松下政経塾をつくったのか 江口　克彦 ドラッカーの実践経営哲学 望月　護
職業としての政治 マックス・ヴェーバー 外国人雇用マニュアル 佐野　誠
オバマを拒絶するアメリカ ティム・ワイズ 日経会社情報２０１０－３夏号
原爆の記憶 奥田　博子 転職者のための面接突破術’１２ 坂本　直文
生涯被告「おっちゃん」の裁判 曽根　英二 見て覚える！介護福祉士国試ナビ2011 いとう総研資格取得支援センター

ユニクロ型デフレと国家破産 浜　矩子 すぐに役立つ特許・実用新案のしくみと手続き 渡辺　弘司
稼げる超ソーシャルフィルタリング 堀江　貴文 ビル管理試験完全解答　２０１０年版 設備と管理編集部
サラ金殲滅 須田　慎一郎 幸せレストラン農家レストラン 高桑　隆
誰からも大切にされる女性の話し方 野口　敏 個人事業のはじめ方がすぐわかる本 ヒューマン・プライム
社会保障の「不都合な真実」 鈴木　亘
戦艦大和の台所 高森　直史
日本で一番まっとうな学食 山本　謙治 すぐ役に立つ家族のための認知症介護 代居　真知子
１３歳からの心を強くする子育て 柳町　道広 がん 図説カラダ大辞典編集委員会

　　　　

CDCDCDCD

社会科学社会科学社会科学社会科学

文庫文庫文庫文庫・・・・新書新書新書新書

ビジネスコーナービジネスコーナービジネスコーナービジネスコーナーのののの本本本本

日本日本日本日本のののの文学文学文学文学・・・・小説小説小説小説

外国外国外国外国のののの小説小説小説小説

エッセイエッセイエッセイエッセイ

法情報棚法情報棚法情報棚法情報棚のののの本本本本

健康情報健康情報健康情報健康情報のののの本本本本

あたらしく入った本

7/1～7/25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。
　(米子図書館トップメニュー内の“新着図書”をクリックでアクセスできます。)
貸出中の本には、図書館カウンター、ホンダスくん、米子市立図書館ホームページ、携帯電話から予約がで
きます。わからない事がありましたら、職員までお尋ねください。

１００枚以上の朗読ＣＤ（新潮社）が入りました！
源氏物語などの古典、藤沢周平・山本周五郎らの
小説、外国小説などなど。ぜひご利用ください。



あなたと読んだ絵本のきろく 柴田　幸子 腐った翼 森　功
松岡正剛の書棚 松岡　正剛 アジサイの魅力 高橋　章
ケータイ・ネットに気をつけろ！ 富樫　康明 図説浮世絵に見る日本の二十四節気 藤原　千恵子
「週刊ＳＰＡ！」黄金伝説１９８８～１９９５ ツルシ　カズヒコ テキスタイルパターンの謎を知る クライブ・エドワーズ
果樹園（ブースターン） サアディー やさしく作る竹組み工芸 稲垣　尚友
幸せをつかむ！女の子の名前 牧野　恭仁雄 そのまま立体カード　お祝いと季節のおたより編 中沢　圭子
まっすぐ育つ！男の子の名前 牧野　恭仁雄 アクターズ・スタジオ・インタビュー ジェイムズ・リプトン
ごえんの法則 小林　正観 橋はかかる 村崎　太郎
日本神道史 岡田　荘司 「１対２１」のサッカー原論 風間　八宏
仏教と差別 下西　忠 心の野球 桑田　真澄
マザー・テレサ愛の贈り物 五十嵐　薫 セントアンドリュース物語 角田　満弘
日本と朝鮮半島２０００年 ＮＨＫ「日本と朝鮮半島２０００年」 日本１００岩場　4 北山　真
三国志の虚実 菅野　正則 言葉の煎じ薬 呉　智英
パレスチナに生まれて ナージー・アル・アリー
ヴェルサイユ宮殿に暮らす ウィリアム・リッチー・ニュートン

伊勢と出雲の神々 皇学館大学

写真とボク 植田　正治

モノの最新テクノロジーがわかる本 成美堂出版編集部 でんじろう先生のわくわく！自由研究米村　でんじろう
地球の声がきこえる 藤原　幸一 天気の不思議がわかる！ 日本気象協会
昆虫顔面図鑑　日本編 海野　和男 消防車とハイパーレスキュー モリナガ　ヨウ
体温を上げて健康な体を手に入れる 清水　昭 山菜の絵本 ふじしま　いさむ
後悔しない！いい家づくりの教科書 釜中　明 バク転完全攻略本 吉田　哲郎
トコトンやさしいねじの本 門田　和雄 松井秀喜あきらめない心 広岡　勲
スマートグリッド革命 加藤　敏春 冒険遊び大図鑑 かざま　りんぺい
Ｔｗｉｔｔｅｒツイッター基本＆便利技 リンクアップ なんかのケロくん 山下　明生
１００均フリーダム 内海　慶一 ピアチェーレ にしがき　ようこ
仕事にすぐ効く魔法の文房具 土橋　正 満月のさじかげん 樫崎　茜
青柳啓子のナチュラルスタイルブック 青柳　啓子 ふしぎなヨットのかいぞくやまねこ 斉藤　洋
基礎がわかる！羊毛フェルトで作るおままごと 寺西　恵里子 小さな王さまとかっこわるい竜 なかがわ　ちひろ
プロが教える！おうちでカレー！！ 日本文芸社 赤い髪のミウ 末吉　暁子
季節の手作りジャムの本 渡部　和泉 アンモナイトの森で 市川　洋介
めんつゆでおかず自由自在 千葉　道子 くじらの歌 ウーリー・オルレブ
いかめしの丸かじり 東海林　さだお コニー・ライオンハートシリーズ　4 ジュリア・ゴールディング

アキンボと毒ヘビ アレグザンダー・マコール・スミス

ドーン・ロシェルの季節　1,2 ローレイン・マクダニエル

魔女のスプーン ルース・チュウ
ぼく、なきむし？ 長谷川　知子 おとなりさんは魔女 ジョーン・エイキン
こわーいおつかい 内田　麟太郎 ドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン
じゃがいもポテトくん 長谷川　義史
のねずみチッチとほしのみずうみ ふくざわ　ゆみこ
カミーユとすてきなうみのおくりもの ジャック・デュケノワ
ぼんちゃんのぼんやすみ あおき　ひろえ 英作文のためのやさしい英文法 佐藤　誠司
かあさんどうして 谷川　俊太郎 中学生からの愛の授業 宮台　真司
マックスがどうしてもあげたいものは… マーサ・アレクサンダー もっと知りたい！「科学の芽」の世界ＰＡＲＴ２ 山田　信博
ぬすみ聞き グロリア・ウィーラン ぶつりの１・２・３　波動編 桑子　研
たちねぶたくん 中川　ひろたか 「予測」で読解に強くなる！ 石黒　圭
ケマコシネカムイ 藤村　久和 グラウンドの空 あさの　あつこ
恐竜トリケラトプスとスピノサウルス 黒川　みつひろ 皿と紙ひこうき 石井　睦美
ねずみくんをつかまえて！ みき　すぐる 危険ないとこ ナンシー・ワーリン
あいつはトラだ！ ガエタン・ドレムス ひとり遊びのススメ 茂木　健一郎

伊勢と出雲の神々／  皇学館大学編　／ 学生社
妖怪まんだら  水木しげるの世界
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伊勢神宮と出雲大社はどのように
成立したか？　それぞれの神々の
姿と、神々と日本人とのかかわりと
は？　伊勢神宮と出雲大社の祭祀
や遷宮などから、古代日本の成立
と伊勢・出雲の神々の謎に迫る。
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