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相田家のグッドバイ 森　博嗣 十津川警部日本縦断長篇ベスト選集 西村　京太郎
私の中の男の子 山崎　ナオコーラ 黒十手捕物帖 鳴海　丈
約束の森 沢木　冬吾 闇の梟 鳥羽　亮
散り椿 葉室　麟 残り鷺 藤原　緋沙子
哀しみの星 新堂　冬樹 十津川警部陰謀は時を超えて 西村　京太郎
デッドエンド 今野　敏 たどりそこねた芭蕉の足跡 佐藤　雅美
紙の月 角田　光代 てのひらのメモ 夏樹　静子
あなたの本 誉田　哲也 常念岳一ノ沢の死角 梓　林太郎
降霊会の夜 浅田　次郎 てっぺん 井川　香四郎
少女は卒業しない 朝井　リョウ やがての蛍 沢田　ふじ子
ＰＫ 伊坂　幸太郎 秋雷 小杉　健治
マルセル 高樹　のぶ子 天城峠殺人事件 内田　康夫
泣くほどの恋じゃない 小手鞠　るい アンダルシア 真保　裕一
希望の地図 重松　清 氷河の中の悪魔 赤川　次郎
玉村警部補の災難 海堂　尊
地層捜査 佐々木　譲
ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸　潤
荻窪シェアハウス小助川 小路　幸也 日本の社長はなぜ責任を取らないか 佐高　信
東雲の途 あさの　あつこ 尾木ママと考える大震災後を生きる希望のヒント 尾木　直樹
朝の霧 山本　一力 この国の不都合な真実 菅沼　光弘

金正恩－謎だらけの指導者 重村　智計
政治家の殺し方 中田　宏
図解アメリカ経済がわかる本 平田　潤

仙台ぐらし 伊坂　幸太郎 長生きリスクと年金運用 浅野　幸弘
９４歳。寄りかからず。前向きにおおらかに 吉沢　久子 抗争 溝口　敦
その後とその前 瀬戸内　寂聴 検証「大震災」 毎日新聞
瓦礫の中の幸福論 渡辺　淳一 子どもたちに「生き抜く力」を 片田　敏孝
熟女（オバサン）の品格 岩井　志麻子 だけど、くじけない 長倉洋海と東北の子どもたち

こころ揺さぶる、あのひと言 「いい人に会う」編集部 人生を狂わせずに親の「老い」とつき合う 和田　秀樹
０～５歳児ケガと病気の予防・救急まるわかり 金沢　治
鈴木翼のＧＯ！ＧＯ！あそびうた 鈴木　翼
月齢別赤ちゃんのよろこぶあそび１１０ 横山　洋子

地図集 董　啓章 日本の神様と日本人のしきたり 戸部　民夫
欲望の裏通り ナギーブ・マフフーズ 無形文化遺産とは何か 七海　ゆみ子
罪悪 フェルディナントシーラッハ 自衛隊かく闘えり 井上　和彦
残念な日々 ディミトリ・フェルフルスト

月曜日のリスはさびしい カトリーヌ・パンコール

希望としての介護 三好　春樹
医学データにもとづく認知症を予防する生活習慣 羽生　春夫

Ｑ＆Ａ震災と相続の法律相談 永井　幸寿 「糖尿病」と言われたら… 林　洋
多重債務社員救済Ｑ＆Ａ 産労総合研究所 晴れのちくも膜下 有田　直子
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あたらしく入った本

3/1～3/24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。
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アップル、アマゾン、グーグルの競争戦略 雨宮　寛二
小学生が大好きになる楽しい子どもの本ベスト２００ 山本　省三 面白くて眠れなくなる物理 左巻　健男
首都圏親子でおでかけ！博物館・美術館ベストガイド おさんぽマミーズ すごい空の見つけかた 武田　康男
大災害と子どもの心 富永　良喜 人類大移動 印東　道子
日本人の死生観を読む 島薗　進 ゼロから見直すエネルギー 化学工学会緊急提言委員会

人はなぜ騙すのか 山本　幸司 モリナガ・ヨウのプラモ迷宮日記 モリナガ　ヨウ
脳と心の整理術 茂木　健一郎 ＴＰＰ知財戦争の始まり 渡辺　惣樹
みんな悩んでる 泉　ピン子 原発のないふるさとを 小出　裕章
人生はあきらめるとうまくいく ひろ　さちや レベル７ 東京新聞原発事故取材班

勝海舟の腹芸 野口　武彦 携帯電話はなぜつながるのか 中嶋　信生
日本人「再生」と「復興」の１００年 近現代史編纂会 東京スカイツリーの誕生 山田　泰雄
マリー・アントワネット運命の２４時間 中野　京子 不便のねうち 山本　ふみこ
わたしが子どもだったころ ＮＨＫ ためない暮らし 有元　葉子
このまま１００歳までおいしゅうございます 岸　朝子 愛情いっぱい手作りの赤ちゃん服 月居　良子
あんぽん 佐野　真一 まいにちのバッグと帽子 河合　真弓
花を楽しむ地図 帝国書院編集部 美の意識 未唯ｍｉｅ

ＭＯＣＯ’Ｓキッチン VOL.2
発酵食のおかず 浜内　千波

親子で学ぶ松江城と城下町 宍道　正年 ＮＨＫためしてガッテン発酵パワーの簡単おかず ＮＨＫ科学・環境番組部

纒向から伊勢・出雲へ 黒田　竜二 ３皿で、おもてなし 行正　り香

庭園さんぽ インク・インコーポレーション 絶対おいしい！はじめての簡単おべんとう 森下　久子

園芸作業の便利帳 渡辺　均 外交官の仕事がわかる本 法学書院編集部
決定版！永田農法の野菜づくり事典 永田　照喜治 はじめての起業事典 出口　秀樹
幸せ老犬生活 全国ペットシッター協会 新入社員のためのマナー＆コミュニケーション 崎山　みゆき
世界鉄道史 クリスティアン・ウォルマー 基本のマナーＢＯＯＫ 西出　ひろ子
帝国ホテルの流儀 犬丸　一郎 困ったときに本当に使える就活のヒント１００ 常見　陽平
戦時下の女学生たち 小板橋　武 知的財産権の考え方・活かし方Ｑ＆Ａ 矢野　輝雄
９７歳の幸福論。 笹本　恒子 小さな会社の給与計算事務と経理のしくみと手続き 森本　幸人
まるごときせつの行事 コダシマ　アコ 通訳ガイド試験への招待 全日本通訳案内士連盟

ゴッチ語録Ａ　ｔｏ　Ｚ 後藤　正文 就活女子の文章表現塾 浅野　洋
ひとり舞台 山本　太郎
すべてのマラソンランナーに伝えたいこと 瀬古　利彦
逆転力 丸山　桂里奈
観察眼 遠藤　保仁 はい、こちらお天気相談所 伊東　譲司
安心登山の技法 洞井　孝雄 長崎夏海の直球勝負 長崎　夏海
感動する主賓・来賓・上司のスピーチとマナー 佐倉　摩耶 気分上々 森　絵都
漢字の魔力 佐々木　睦 走れ！Ｔ校バスケット部　７ 松崎　洋
天声人語 ２０１１冬 朝日新聞論説委員室 ここはボツコニアン 宮部　みゆき

都会（まち）のトム＆ソーヤ　１０ はやみね　かおる
はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ

オスカー・ピル 上・下 エリ・アンダーソン
ファーブル 坂本　コウ
楽しく遊ぶ学ぶげんきの図鑑 中村　裕
日本一わかりやすいエネルギー問題の教科書 水野　倫之 たからものがいっぱい！ こやま　峰子
大図解日本のタワー 国土社編集部 としょかんねこデューイ ヴィッキー・マイロン
どうする？どうする？ほうしゃせん 山田　ふしぎ ぼくのきしゃポッポー 市川　里美
世界にはばたく日本力　日本のマンガ・アニメ こどもくらぶ どうだ！まいったか 田島　征三
もぐらのせんせい 斉藤　洋 ふうせんクジラ　ボンはヒーロー わたなべ　ゆういち

かなと花ちゃん 富安　陽子 ふじさんファミリー みやにし　たつや
狼ばば様の話 柏葉　幸子 としょかんねずみ ダニエル・カーク
若おかみは小学生！　１７ 令丈　ヒロ子 おひさん たかべ　せいいち
アネモネ探偵団 近藤　史恵 バスがくるまで 森山　京
さかだちしたってやまだまや 杉本　深由起 ちょうつがいきいきい 加門　七海
月までサイクリング ティモ・パルヴェラ トンネルをほる ライアン・アン・ハンター
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