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ボディ・メッセージ 安万　純一 ブーリン家の姉妹　３　上・下 フィリッパ・グレゴリー
人生の使い方 平　安寿子 オラクル・ナイト ポール・オースター
どつぼ超然 町田　康 澱み ヘルタ・ミュラー
オルゴォル 朱川　湊人 ムーミンパパの名言集 トーベ・ヤンソン
灰色の虹 貫井　徳郎 チェーホフ短篇集 チェーホフ
悪党重源 高橋　直樹
ツリーハウス 角田　光代
夏目家順路 朝倉　かすみ
ほかげ橋夕景 山本　一力 古城の風景　７ 宮城谷　昌光
水のまなざし 青柳　いづみこ 奇跡の道程 得能　喜美子
チア男子！！ 朝井　リョウ 坂の下の湖 石田　衣良
チーズと塩と豆と 角田　光代 不器用な日々 清水　真砂子
フイヤン派の野望 佐藤　賢一 人、中年に到る 四方田　犬彦
昼咲月見草 野中　柊 百歳は次のスタートライン 日野原　重明
熱い夜明け 塩田　潮 この道より道まわり道 鎌田　実
西方之魂（ウエストサイドソウル） 花村　万月 京都鬼だより 梅原　猛
神様のカルテ２ 夏川　草介
往復書簡 湊　かなえ
夕日に帆をあげて、笑うは懐かしいあなた 中島　桃果子
ピスタチオ 梨木　香歩 トクヴィル 富永　茂樹
刑事のはらわた 首藤　瓜於 人体再生に挑む 東嶋　和子
願い 藤野　千夜 天狗岬殺人事件 山田　風太郎
太陽が死んだ夜 月原　渉 悪果 黒川　博行
ボディ・メッセージ 安万　純一 幻香 内田　康夫
半次郎 宮本　正樹 凄腕の男 稲葉　稔
竹光半兵衛うらうら日誌 花家　圭太郎 うらみ橋 鳥羽　亮
研ぎ師太吉 山本　一力 緑の家　上 バルガス＝リョサ
遊女（ゆめ）のあと 諸田　玲子 殺す手紙 ポール・アルテ

世界を救う７人の日本人 池上　彰 戸籍のためのＱ＆Ａ「離婚届」のすべて 荒木　文明

生き方としての宅老所 三好　春樹 磯野家の相続 長谷川　裕雅

デジタル教科書革命 中村　伊知哉
低年齢児の劇ごっこ集 わたなべ　めぐみ
職員と利用者を守る介護現場の法律講座 吉岡　譲治
国語教育とマンガ文化 根本　正義 温泉＆やど中国・四国’１１
深く聴くための本 森川　早苗
子ども図鑑自然とくらしと遊びを楽しむ１２カ月 近藤　宏
妖怪文化の伝統と創造 小松　和彦
スターリンの対日情報工作 三宅　正樹
英語対訳で読む日本のしきたり 新谷　尚紀

　　　　

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

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

あたらしく入った本

10/1～10/25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。

郷土郷土郷土郷土のののの本本本本



すぐわかるＯｕｔｌｏｏｋ　２０１０ 神田　知宏 イラストでわかる有機自給菜園金子　美登
本を読むってけっこういいかも 香山　リカ
だれでもレイアウトデザインができる本 樋口　泰行 画家名で探す日本で見られる西洋名画 小学館
アレの名前大百科 みうら　じゅん 仏像めぐりをもっと楽しむ！ポイント５０ 井上　暉堂
池上彰の新聞活用術 池上　彰 印象派。 ペン編集部
日本的感性 佐々木　健一 めざせ年賀状の達人 吉沢　鉄之
幸運を招く陰陽五行 稲田　義行 ある日自分へ 相田　みつを
Ｄ．カーネギーの成長力 Ｄ．カーネギー協会 かんたん手づくりスポンジはんこ ａ‐ｃｏ
かたじけなさに涙こぼるる 白洲　信哉 名もなき挑戦 パク　チソン
神社・仏閣ぴあ 緒形拳からの手紙 緒形　拳
高松塚・キトラ古墳の謎 山本　忠尚 タネも仕掛けもございません 藤山　新太郎
世はいかにして昭和から平成になりしか 中島　岳志 Ｅｎｊｏｙフリークライミング クライミングジム＆ショップＰＵＭＰ

橋浦家の女性たち 折井　美耶子 お母さんのあいさつ・スピーチ・手紙・文書 主婦の友社
白狼伝 宮崎　学 白川静の世界　１～３ 立命館大学
東条英機内閣の１０００日 森山　康平 ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴスーパーボキャブラリービルディング 植田　一三
河合隼雄物語を生きる 大塚　信一

ＩＴビジネス法入門 藤田　素康

うちの子に限って！？ 宮田　雄吾

世界で一番やさしい脳血管疾患 高木　繁治 世界業界マップ２０１１ グローバル企業調査会

高血圧の食事術 苅尾　七臣 ドラッカーと会計の話をしよう 林　総
デイサービスで人気の介護食８３ 吉田　三和子 女子高生ちえのＭＢＡ日記 甲斐荘　正晃

日経会社情報　２０１０－４秋号
福祉・介護の仕事＆資格がわかる本 資格試験研究会
通訳ガイドの仕事 全日本通訳案内士連盟

光とは何か？ 江馬　一弘 最新農業ビジネスがよ～くわかる本 橋本　哲弥
極限世界のいきものたち 横山　雅司 Ｑ＆Ａ　ＮＰＯ法人の会計・運営・税務 加藤　達郎
生物多様性１００問 盛山　正仁
思春期の統合失調症 伊藤　順一郎

体温を上げると健康になる　実践編 斎藤　真嗣 １００の知識トラやライオンたち カミラ・ド・ラ・ベドワイエール

旅する自転車の本ｖｏｌ．１．２ ひろった・あつめたぼくのドングリ図鑑 盛口　満
小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 的川　泰宣 たのしいマジック ゆうき　とも
発光ダイオードが一番わかる 常深　信彦 さあ、はじめよう！日本の武道1.2 こどもくらぶ
トコトンやさしい界面活性剤の本 阿部　正彦 世界がぼくらをまっている！ 工藤　有為子
ウイスキーの基礎知識 けんけんけんのケン 山下　明生
ぼくのクロスステッチ５００ 大図　まこと イトウくん 三木　卓
イチバン親切な棒針編みの教科書 せばた　やすこ 見習い魔術師トトの冒険 １．２ 立石　彰
味を訪ねて 吉村　昭 すうじだいぼうけん 宮下　すずか
時間がないときの最速おかず 藤井　恵 はみだしちゃった魔女 パトリシア・Ｃ．リーデ
シフォンケーキとシフォンロール 石橋　かおり ビースト・クエスト　１６ アダム・ブレード
子どもに薬を飲ませる前に読む本 山田　真 ロンド国物語　７．８ エミリー・ロッダ

プーさんの森にかえる デイヴィッド・ベネディクタス

ぼくのママが生まれた島セブ－フィリピン おおとも　やすお
ピンクのれいぞうこ ティム・イーガン 世界の国１位と最下位 真　淳平
ころんだのだあれ？ 垣内　磯子 ショパン 崔　善愛
鳥に魅せられた少年 ジャックリーン・デビース 〈働く〉ときの完全装備 橋口　昌治
パパとニルスおやすみなさいのそのまえに マーカス・フィスター 農業がわかると、社会のしくみが見えてくる 生源寺　真一
ワニあなぼこほる 石井　聖岳 裏読み世界遺産 平山　和充
ベンジーのもうふ マイラ・ベリー・ブラウン ザ・ママの研究 信田　さよ子
あいうえおにぎり ねじめ　正一 小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅 佐藤　真澄
アンパンマンとおりがみまん やなせ　たかし 都会（まち）のトム＆ソーヤ はやみね　かおる
ねむいねむいねずみとどろぼうたち 佐々木　マキ くろて団は名探偵 ハンス・ユルゲン・プレス

ふうとはなとうし いわむら　かずお この世のおわり ラウラ・ガジェゴ・ガルシア

公務員の仕事入門ブック　２３年度試験対応

ドクター佐々木のいっそタバコをやめちゃいませんか？佐々木　温子

東京ディズニーランドベストガイド２０１１－２０１２

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

産業産業産業産業・・・・藝術藝術藝術藝術・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・語学語学語学語学

自然科学自然科学自然科学自然科学・・・・技術技術技術技術・・・・家庭家庭家庭家庭

総記総記総記総記・・・・哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教・・・・歴史歴史歴史歴史

ヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナー

児童児童児童児童

絵本絵本絵本絵本

健康情報健康情報健康情報健康情報のののの本本本本


