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恋物語 西尾　維新 更紗の絵 小沼　丹
ズッコケ中年三人組ａｇｅ４６ 那須　正幹 変死体　上・下 パトリシア・コーンウェル

ＯＶＥＲ　ＨＥＡＶＥＮ 荒木　飛呂彦 デッド・オア・アライヴ　3,4 トム・クランシー
開拓者たち 北川　惠 傀儡師 藤井　邦夫
桜の園 岳本　野ばら 吹花（すいか）の風 井川　香四郎
口紅のとき 角田　光代 忠臣蔵異聞 石黒　耀
週末は家族 桂　望実 隠密拝命 稲葉　稔
贖罪の奏鳴曲（ソナタ） 中山　七里 大奥二人道成寺 杉本　章子
ダーティ・ママ、ハリウッドへ行く！ 秦　建日子 右近の鯔背銀杏 早見　俊
御隠居忍法刺客百鬼 高橋　義夫 篠ノ井線・姨捨駅スイッチバックで殺せ 西村　京太郎
嘆きの美女 柚木　麻子 花競べ 朝井　まかて
流灯記 三浦　哲郎 願の糸 今井　絵美子
北の五稜星 植松　三十里 闇隠れの刃 鈴木　英治
ジョン・マン　大洋編 山本　一力 草侍のほほん功名控 高橋　和島
巴里茫々 北　杜夫
春待ち海岸カルナヴァル 木村　紅美
検事の本懐 柚月　裕子
自虐蒲団 小池　昌代 日本人の美質 坂東　真理子
脳内ニーチェ 適菜　収 ある警察官の昭和世相史 原田　弘
会えなかった人 由井　鮎彦 米軍基地の歴史 林　博史

勾留百二十日 大坪　弘道
世界経済「大動乱」を生きのびよ 藤巻　健史
皇軍兵士とインドネシア独立戦争 林　英一

大人の流儀　続 伊集院　静 下流社会　第３章 三浦　展
原発と祈り 内田　樹 おじさん図鑑 なかむら　るみ
子供の世話になって死んでいきます 海老名　香葉子 ゆたかに、シンプルに生きる 保坂　隆
ひとりでいいんです 凡人会 できることをしよう。 糸井　重里
金魚のひらひら 中野　翠 問われる子どもの人権 日本弁護士連合会
あと千回の晩飯 山田　風太郎 「つなみ」の子どもたち 森　健
幾千の夜、昨日の月 角田　光代 反抗期子育て乗り切りマニュアル 諸富　祥彦
利他 稲盛　和夫 金子好忠と綴方教育 木下　浩
老年に後悔しない１０の備え 三浦　朱門 わが子が発達障害と診断されたら 佐々木　正美

人間力を伸ばす珠玉の言葉 中山　理 尾木ママの共感〓子育てアドバイス 尾木　直樹
オオカミの護符 小倉　美惠子
日本海軍はなぜ過ったか 沢地　久枝

花言葉をさがして ヴァネッサ・ディフェンバー

フィデリティ・ダヴの大仕事 ロイ・ヴィカーズ
ポルノグラファー ジョン・マクガハン
あの川のほとりで　上・下 ジョン・アーヴィング がんと人生 垣添　忠生
地図になかった世界 エドワード・Ｐ．ジョーンズ 介護１年生 長瀬　教子
カメのスローワルツ　上・下 カトリーヌ・パンコール 認知症介護に行き詰まる前に読む本 多賀　洋子
悪い娘（こ）の悪戯 マリオ・バルガス＝リョサ よくわかる介護記録の書き方 富川　雅美
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あたらしく入った本

1/1～1/25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」内の“新着図書”をクリックしてアクセスできます。)
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。



おとな「学問のすすめ」 斎藤　孝
ＩＴ時代の震災と核被害 コンピューターテクノロジー いちばんやさしい地球変動の話 巽　好幸
いつもそばに本が 田辺　聖子 動的平衡　２ 福岡　伸一
編集者の危機管理術 堀田　貢得 最新環境問題の基本がわかる本 門脇　仁
世界史の中のアラビアンナイト 西尾　哲夫 大阪城ふしぎ発見ウォーク 北川　央
のこされたあなたへ 一条　真也 まちがいだらけのサプリ選び 金沢　和樹
触感をつくる 仲谷　正史 快適で住みやすい「家のしくみ」図鑑 住まい方を考える設計者の会

老いの覚悟 下重　暁子 原子力に未来はあるか 入江　一友
グローバル化するアジア系宗教 中牧　弘允 電力供給が一番わかる 今泉　大輔
水と森の聖地、伊勢神宮 稲田　美織 ｆａｃｅｂｏｏｋアプリブック 早乙女　拓人
はじめて読む人のための聖書ガイド 日本聖書協会 貯まる生活 林　総
邪馬台国論争の新視点 片岡　宏二 決定版骨盤のゆがみ直しダイエット 碁盤　一晴
〈甲賀忍者〉の実像 藤田　和敏 もっとキレイを楽しむきものヘア 成美堂出版編集部
文明と野蛮を超えて 徐　勝 和スープ 岩崎　啓子
朝鮮王朝５００年の秘密 橘　洸次 ひと鍋おかず 浜内　千波
人間昭和天皇 上・下 高橋　紘 ひとさじで料亭の味！魔法の糀レシピ 浅利　妙峰
もし、日本という国がなかったら ロジャー・パルバース アンアン料理帖　冬 マガジンハウス
探訪記者松崎天民 坪内　祐三 １食１０分「病気にならない」女性の元気食 幕内　秀夫
家康の仕事術 徳川　宗英 干し野菜の作り方＆レシピ１０４ 重信　初江

パリのおやつ旅のおやつ 多田　千香子

断捨離読むワークブック やました　ひでこ

プロが教えるおいしい果樹の育て方 小林　幹夫
年老いた猫との暮らし方 ダン・ポインター
ドキュメント口蹄疫 宮崎日日新聞社 「いいね！」と言われる伝え方 山本　秀行
ヴィクトリア朝時代のインターネット トム・スタンデージ １秒でわかる！コンサルティング業界ハンドブック 安藤　佳則
はじめてのｉＰｈｏｎｅ　４Ｓ 小原　裕太 就活に「日経」はいらない 成毛　真
ジェシー・Ｗ・スミスの世界 ジェシー・Ｗ．スミス これぞ！特許出願秘伝の書 中本　繁実
教えて先生！くらしの書 斉藤　紫香 標準特許法 高林　竜
山岳写真大全 中西　俊明 知っておきたい建設業の労務知識Ｑ＆Ａ 村木　宏吉
ビーチ・ボーイズとカリフォルニア文化 ティモシー・ホワイト 世界業界マップ　2012 グローバル企業調査会

男が泣ける昭和の歌とメロディー 三田　誠広
演技と演出のレッスン 鴻上　尚史
Ｄｅａｒ　ＫＡＺＵ 三浦　知良
サライの「茶の湯」大全 熊倉　功夫 スポーツ科学の教科書 谷本　道哉
羽生善治の将棋入門 羽生　善治 日本の津波災害 伊藤　和明
カードカウンティング入門 オラフ・ヴァンクラ 気をつけよう！消費者トラブル２ 秋山　浩子
やさしい紙ヒコーキ いいじま　みのる １６歳の迷っていた僕への手紙’12 学びリンク株式会社
心に響く葬儀・法要のあいさつと手紙＆マナー 杉本　祐子 雨あがりのメデジン アルフレッド・ゴメス＝セルダ

問題な日本語　その４ 北原　保雄 桜の園・三人姉妹 チェーホフ
いつか天魔の黒ウサギ９ 鏡　貴也

さがし絵で発見！世界の国ぐに　５ 稲葉　茂勝 たんじょうびおめでとう！ マーガレット・ワイズ・ブラウン

ヤモリの指から不思議なテープ 松田　素子 みがけなんぎなたんけんたい 佐々木　マキ
見学しよう工事現場　３ 溝淵　利明 だいすきなおはなし ひろかわ　さえこ
はたらくロボット　２ 富山　健 ふわふわのおはなし ひろかわ　さえこ
食料と人びとのくらし 山崎　亮一 とんぼのうんどうかい かこ　さとし
犬といっしょに。 山口　節子 村上祥子の食べ力えほん１ 村上　祥子
できたよ、とび箱・マット 行本　浩人 ゆっくりのおはなし ひろかわ　さえこ
ルルとララのホットケーキ あんびる　やすこ きょうりゅうとあそんだジュンくん 小野寺　悦子
まいごの、まいごの、ゴンザレス 服部　千春 きょうりゅうチャンピオンはだあれ？ 多田　ヒロシ
モーグルビート！　再会 工藤　純子 カッパのいちにち おぐま　こうじ
サリーのえらぶ道 エリザベス・オハラ ぴかぴかぴかっ まつい　のりこ
わたしの山の精霊（リューベツァール）ものがたり オトフリート・プロイスラー おばけのばむけ 佐々木　マキ
ビッケと弓矢の贈りもの ルーネル・ヨンソン どろんじゅうやまのぷよよんおばけ おおい　じゅんこ
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