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刑事たちの聖戦（ジハード） 久間　十義 新しい人生 オルハン・パムク
新・青年社長　上・下 高杉　良 アレン・ギンズバーグと旅するサンフランシスコ ビル・モーガン
見えない復讐 石持　浅海 いちばんここに似合う人 ミランダ・ジュライ
奪還 麻生　幾 自由生活　上・下 哈金
天主信長 上田　秀人 半分のぼった黄色い太陽 チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ

逸脱 堂場　瞬一 アイルランド・ストーリーズ ウィリアム・トレヴァー
空想オルガン 初野　晴 沈黙の時代に書くということ サラ・パレツキー
ほら吹き茂平 宇江佐　真理
クロエとエンゾー 辻　仁成
禁猟区 乃南　アサ
新徴組 佐藤　賢一 たっぷり生きる 日野原　重明
壱里島奇譚 梶尾　真治 浦からマグノリアの庭へ 小野　正嗣
さくらの丘で 小路　幸也 おしんの遺言 橋田　寿賀子
琉璃玉の耳輪 尾崎　翠 シモネッタの男と女 田丸　公美子
ブルー・ゴールド 真保　裕一 ロングヘアーという生き方 みうら　じゅん
熱愛 香納　諒一 島尾敏雄日記 島尾　敏雄
青天の霹靂 劇団ひとり
つばさものがたり 雫井　脩介
Ｉターン 福沢　徹三
本日は、お日柄もよく 原田　マハ ぶらりミクロ散歩 田中　敬一
勝手にふるえてろ 綿矢　りさ ロシアの論理 武田　善憲
ストーリー・セラー 有川　浩 傑作！数学パズル５０ 小泓　正直
特異家出人 笹本　稜平 湖は餓えて煙る ブライアン・グルーリー
チベットのラッパ犬 椎名　誠 グレイ・ゾーン　上・下 久能　千明
自由高さＨ 穂田川　洋山 隠れ刃 喜安　幸夫
本朝金瓶梅　西国漫遊篇 林　真理子 老花 牧　秀彦
エコイック・メモリ 結城　充考 九州平戸殺人事件 木谷　恭介
トロイメライ 池上　永一 虹色ほたる　上・下 川口　雅幸

あなたは常識に洗脳されている 苫米地　英人 デートＤＶと学校 高橋　裕子

池上彰の学べるニュース2 池上　彰 シックハウス対策マニュアル 日本建築学会

戦後日本が失ったもの 東郷　和彦
はじめて読む「成年後見」の本 馬場　敏彰
誰が日本を支配するのか！？ 佐藤　優
ハーバードの「世界を動かす授業」 リチャード・ヴィートー 社労士をめざす人の本 大槻　哲也
ドラッカー・ディファレンス クレイグ・Ｌ．ピアース 資格・検定・公務員受験案内 学研
〈主婦〉の誕生 木村　涼子 採用側の本音を知れば転職面接は９割成功する 小島　美津子
今日、ホームレスになった 増田　明利 ヒメ、農民になる 農山漁村女性・生活活動支援協会

日本人の宗教と動物観 中村　生雄 わたしの癒しサロンのはじめかた。 「わたしの癒しサロンのはじめかた。」

すぐに役立つ〈略式〉冠婚葬祭ブック 三省堂編修所 飲食店・立ち飲み屋・屋台・移動販売開業 木島　康雄
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あたらしく入った本

9/1～9/25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。



はじめてのＰｈｏｔｏｓｈｏｐ　ＣＳ５ ゆうき　たかし 小さな日陰の庭
図書館を演出する 丸本　郁子 ペットの冠婚葬祭まるごと便利帳 大岳　美帆
ぼくのいい本こういう本1,2 松浦　弥太郎 おいしいきのこ毒きのこ 大作　晃一
誰でも作れる電子書籍 米光　一成 全国お元気商店街百選 お元気商店街研究会
コドモノクニ名作選　上・下巻 新・買ってはいけない7 垣田　達哉
善人ほど悪い奴はいない 中島　義道 人前で２分、堂々と話せる本 山本　悠紀子
錯視芸術 フィービ・マクノートン ゴッホの宇宙（そら） 小林　英樹
イラストとケースでわかるやさしくできる傾聴 中村　有 福を招くおめでたい切り紙 大原　まゆみ
にっぽんの仏教 ケビン・マクラウドの最新カラーデザイン ケビン・マクラウド
マザー・テレサ祈り 百瀬　恒彦 手づくりする木のスツール 西川　栄明
神国日本のトンデモ決戦生活 早川　タダノリ アスリートのための食トレ 海老　久美子
写真でみる実録日露戦争 太平洋戦争研究会 レクリエーション・パーティーゲーム金園社企画編集部
昭和へのレクイエム 色川　大吉 岡田ジャパンブレない「組織脳」 児玉　光雄
韓国は日本人がつくった 黄　文雄 野球へのラブレター 長嶋　茂雄
満洲の情報基地ハルビン学院 芳地　隆之 ブルー・ゾーン 篠宮　竜三
ビジュアル明治・大正・昭和近代日本の１０００人

松江誕生物語

家族のための介護入門 岡田　慎一郎 古代出雲を知る事典 滝音　能之

脳卒中 内山　真一郎 山陰海岸ジオパーク 下雅意　敏
やさしい精神医学入門 岩波　明
親ががんだとわかったら はにわ　きみこ

益川博士のつぶやきカフェ 益川　敏英
天文マニア養成マニュアル 福江　純
世界恐竜発見史 ダレン・ネイシュ
クマともりとひと 森山　まり子
世界が大切にするニッポン工場力 根岸　康雄
図説バロック 中島　智章 大きさくらべ絵事典 半田　利弘
やさしい地デジ Ｉ　Ｏ編集部 １００の知識夜行性動物 カミラ・ド・ラ・ベドワイエール

トコトンやさしい非鉄金属の本 山口　英一 自転車の大研究 谷田貝　一男
ＳＡＮＲＩＯ　ＭＥＭＯＲＩＥＳ 小さくても大きな日本の会社力1
身の回りの有害物質徹底ガイド パット・トーマス だいじょうぶ３組 乙武　洋匡
薬のルーツ“生薬” 関水　康彰 童謡詩人野口雨情ものがたり 楠木　しげお
めぐりあう日々の用品 津田　晴美 かめ２００円 岩崎　京子
ニット男子 ｍｉｃｈｉｙｏ カレーライスのすきなペンギン 落合　恵子
「エスプリ・ド・ビゴ」のホームベーカリーレシピ 藤森　二郎 プレゼントは　お・ば・け 西内　ミナミ
近藤典子の暮らし力 近藤　典子 ともだち 木坂　涼
子どもの病気の不安に答える本 宮下　守 獣の奏者　外伝 上橋　菜穂子
子育て支援ひだまり通信 高山　静子 魔女のお菓子 ルース・チュウ

チキチキバンバン1～3 イアン・フレミング

ひとつ マーク　ハーシュマン
ココロのヒカリ 谷川　俊太郎 くらべる地図帳 浅井　建爾
おおきな木 シェル・シルヴァスタイン 故郷の風景 佐藤　正英
すずおばあさんのハーモニカ あまん　きみこ スポーツを仕事にする！ 生島　淳
海と灯台の本 Ｖ．マヤコフスキー １３歳からの暗記ノート 小野田　博一
しまふくろういきる 手島　圭三郎 動物の死は、かなしい？ あべ　弘士
どんぐりむらのぼうしやさん なかや　みわ おもしろい話が読みたい！ 石崎　洋司
かあさんあひるのたび エリック・バトゥー １００ｋｍ！ 片川　優子
いちばんあいされてるのはぼく 宮西　達也 スコアブック　５ 伊集院　静
１０ぴきのかえるのあきまつり 間所　ひさこ ねむれなければ木にのぼれ ジョーン・エイキン
ぼくなにをたべてたかわかる？ みやにし　たつや スキャット カール・ハイアセン

だいじょうぶ３組　　乙武　洋匡　著　　　講談社
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５年３組の担任としてやってきたのは、
手と足がない先生、赤尾慎之介。個性
豊かな２８人の子どもたちといっしょに、
泣いたり笑ったりの１年間が始まる－。
著者の小学校教員の体験から生まれ
た小説。
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