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デカルコマニア 長野　まゆみ はじめての認知療法 大野　裕
逆事 河野　多惠子 近代哲学の名著 熊野　純彦
引【ケイ】（エンジン） 矢作　俊彦 地震の日本史 寒川　旭
異境 堂場　瞬一 平城京の時代 坂上　康俊
月は怒らない 垣根　涼介 赤ちゃんの不思議 開　一夫
遊星ハグルマ装置 朱川　湊人 遠山追放（おいはなち） 早見　俊
無花果の森 小池　真理子 水斬の剣 鈴木　英治
幸福な生活 百田　尚樹 凄愴圏 森村　誠一
絆回廊 大沢　在昌 カシオペアスイートの客 西村　京太郎
てふてふ荘へようこそ 乾　ルカ 蝶と稲妻 鳥羽　亮
エコーズ 早瀬　乱 ＲＵＲＩＫＯ 林　真理子
唄う都は雨のち晴れ 池上　永一 越後親不知殺人事件 木谷　恭介
真夏の方程式 東野　圭吾 外様喰い 和久田　正明
怪物 福田　和代 御台所　江 阿井　景子
半島へ 稲葉　真弓
肉体について 三浦　哲郎
小説・コント５５号 山中　伊知郎
「うま味」を発見した男 上山　明博 ３・１１《なゐ》にめげず 永野　芳宣
朝鮮通信使いま肇（はじ）まる 荒山　徹 アメリカを変えたＭ世代 モーリー・ウィノグラッド

ゴーストハント　４ 小野　不由美 地雷原の子どもたちと共に 大谷　賢二
マアジナル 田口　ランディ 大震災後の日本経済 野口　悠紀雄
天頂より少し下って 川上　弘美 日本経済、復興と成長の戦略 三橋　貴明
ヘッドライン 今野　敏 検証東日本大震災の流言・デマ 荻上　チキ
オーダーメイド殺人クラブ 辻村　深月 ひとりでも安心して暮らす方法 松原　惇子

傾聴ボランティアノート 遠藤　忠雄
復興の道なかばで 中井　久夫

もうすぐ夏至だ 永田　和宏 手軽にできる！ペープサート 井上　明美
作家の遊び方 伊集院　静 非常事態宣言１９４８ 金　賛汀
人生の第四楽章としての死 曽野　綾子 発達障害を持つ子どもの心ガイドブック 主婦の友社
不謹慎を笑え 鴻上　尚史 子どもが体験するべき５０の危険なこと Ｇｅｖｅｒ　Ｔｕｌｌｅｙ
一瞬と永遠と 萩尾　望都 「ダメ！」を言わなければ子どもは伸びる 親野　智可等

パンダとバンビ 宇山　あゆみ

人たらしの流儀 佐藤　優

悲しみは逆流して河になる 郭　敬明
土地　３ 朴　景利
神の左手 ポール・ホフマン 知識ゼロからのドラッカー流仕事術 中野　明
春嵐 ロバート・Ｂ．パーカー すぐに使える！契約書のキーワード８０ 結城　哲彦
慈しみの女神たち　上・下 ジョナサン・リテル 会社を守る防災マニュアルのつくり方 山根　義信

六〇歳から始める小さな仕事 瀬川　正仁
最新機械業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 川上　清市

コンビニもない町の義肢メーカーに届く感謝の手紙 中村　俊郎 ４０歳から毎年１つずつ資格を取ろう！ 木下　洋志
風土の万葉集 失敗しない！ＢＡＲの開業と経営のすべて 赤土　亮二
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あたらしく入った本

6/1～6/25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。
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伊藤まさこの雑食よみ 伊藤　まさこ 絶滅したふしぎな巨大生物 川崎　悟司
今こそ、エネルギーシフト 飯田　哲也 ホットスポット最後の楽園 ＮＨＫ「ホットスポット」プロジェクト

「論語」人間、一生の心得 渋沢　栄一 病気の日本近代史 秦　郁彦
崇高なるソクラテスの死 ジャン・ポール・モンジャン 朽ちるインフラ 根本　祐二
華僑流おカネと人生の管理術 宋　文洲 原発のウソ 小出　裕章
こころの日本文化史 中西　進 節電・停電ハンドブック 消費電力研究会
旧石器時代人の歴史 竹岡　俊樹 ｉＰａｄ２を買ったら最初に読む本 マックピープル編集部

難局の思想 西部　邁 半導体レーザが一番わかる 安藤　幸司
私は、いかにして「日本信徒」となったか 呉　善花 よくわかる最新ＬＥＤ照明の基本と仕組み 中島　竜興
進路を自分で決められる子どもに育てよう 若田　タカヨ 伊号潜水艦
ビーコンヒルの小径 本井　康博 男のお洒落の方程式 森岡　弘
耳の聞こえない私が４カ国語しゃべれる理由 金　修琳 おしゃれで、簡単！お役立ちバッグ７７

昭和天皇と弟宮 小田部　雄次 心と体を浄化する断捨離ダイエット やました　ひでこ
エリザベート 森　実与子 子どものまんぷくごはん コウ　ケンテツ

カノウユミコの野菜をたくさん使ったレシピ カノウ　ユミコ
ジェラート、アイスクリーム、シャーベット 柳瀬　久美子

育てて楽しむはじめての緑のカーテン 緑のカーテン応援団 パリで学んだ収納術 正林　恵理子
近代の産業遺産をたずねる 日本修学旅行協会 いのちの授業 寺田　恵子
しゃべる犬カイくんと子どもたち家族の絆 坂本　カイ やってみよう！おむつなし育児 西山　由紀

解体新書「捕鯨論争」 石井　敦

これでわかるＴＰＰ問題一問一答 小倉　正行
すべての道は平城京（みやこ）へ 市　大樹 弁護士イチオシ！困ったときのネット検索 近藤　早利
全国鉄道アミューズメント完全ガイド 講談社
ふしぎな模様の描き方 おまけたらふく舎
森の白神 志水　哲也
吉田都一瞬の永遠 篠山　紀信 子どもにかかわる仕事 汐見　稔幸
あきらめなかったいつだって 森　光子 生物多様性と私たち 香坂　玲
天声人語 朝日新聞論説委員室 君に伝えたい！学校や友達とのルール義家　弘介

お金の教室 山崎　元
ガリレオ工房の科学マジック ガリレオ工房
インテリアコーディネーターの仕事につきたい！ 久住　博子

糖尿病のベストアンサー 清野　裕 空打ちブルース 升井　純子
再発 田中　秀一 アリスの国の鏡 山本　容子
抗がん剤は効かない 近藤　誠 ユミとソールの１０か月 クリスティーナ・ガルシア

乳がんで死なないために読む本 広瀬　脩二 世界の終わりと妖精の馬 上・下 ケイト・トンプソン
ハンセン病者の軌跡 小林　慧子
左手一本のシュート 島沢　優子
小学生にもできる！実践カイテキ介護 長瀬　教子 ぞうくんのすてきなりょこう セシル・ジョスリン

ぞうくんのはじめてのぼうけん セシル・ジョスリン
絵本マボロシの鳥 藤城　清治
カンガルーには、なぜふくろがあるのか ジェームズ・ヴァンス・マーシャル

万里の長城 加古　里子 かぶと四十郎 宮西　達也
日本全国妖怪スポット１ 村上　健司 ねこのうたたね どい　かや
磁石の大研究 日本磁気学会 そのこ 谷川　俊太郎
鉄は魔法つかい 畠山　重篤 たいせつなてがみ マックス・ベルジュイス

生物多様性の大研究 小泉　武栄 しげちゃん 室井　滋
知ってる？正倉院 奈良国立博物館 アルノとサッカーボール イヴォンヌ・ヤハテンベルフ

ピアノはともだち こうやま　のりお ヘリオット先生とドノバンおばさん ジェイムズ・ヘリオット

スポーツなんでもくらべる図鑑１ 大熊　広明 こわかったよ、アーネスト ガブリエル・バンサン

旅のはじまりはタイムスリップ 三田村　信行 ラッタカ　タン　ブンタカ　タン ガブリエル・バンサン

カメレオンのレオン 岡田　淳 イタチとみずがみさま 内田　麟太郎
ぼくたちのサマー 本田　有明 鬼のかいぎ 立松　和平
おとうさんの手 まはら　三桃 コウモリのルーファスくん トミ・ウンゲラー
土手をかけおりよう！ あんず　ゆき しろもくろも、みんなおいで あべ　弘士
おばけやさん１ おかべ　りか あさです！ くすのき　しげのり
一年一組ミウの絵日記 吉田　純子 山猫たんけん隊 松岡　達英
事件だよ！全員集合 杉山　亮 世界は気になることばかり 五味　太郎
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