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潜伏者 折原　一 原発をつくらせない人びと 山秋　真

しょうがの味は熱い 綿矢　りさ 現代日本の政党デモクラシー 中北　浩爾

週末カミング 柴崎　友香 やらなきゃゼロ！ 鈴木　直道

黒猫の薔薇あるいは時間飛行 森　晶麿 理系女子（リケジョ）的生き方のススメ 美馬　のゆり

真田三代風雲録 中村　彰彦 今夜だけ 今井　絵美子

夢をかなえるゾウ　2 水野　敬也 冬うどん 和田　はつ子

何者 朝井　リョウ 泣きのお銀 今井　絵美子

謎解きはディナーのあとで　3 東川　篤哉 久留米の恋絣 鈴木　英治

心がわり 諸田　玲子 老骨秘剣 鳥羽　亮

遠い花燭（あかり） 森　真沙子 異風者（いひゅもん） 佐伯　泰英

ラブレイン　上・下 オ　スヨン 散華ノ刻（とき） 佐伯　泰英

夜の底は柔らかな幻　上・下 恩田　陸 アンの想い出の日々　上・下 モンゴメリ

私と踊って 恩田　陸 酔っぱらい読本　続 吉行　淳之介

羅生門・鼻・芋粥・偸盗 芥川　竜之介 猛犬忠犬ただの犬 戸川　幸夫

笑うハーレキン 道尾　秀介

幸 香納　諒一

欠落 今野　敏 白石詩集 白　石

あい 高田　郁 終わりの感覚 ジュリアン・バーンズ

信長影絵 津本　陽 コブラ　上・下 フレデリック・フォーサイス

ジョン・マン　3 山本　一力 ゴリアテ スコット・ウエスターフェルド

残り全部バケーション 伊坂　幸太郎 ロボポカリプス ダニエル・Ｈ．ウィルソン

狛犬ジョンの軌跡 垣根　涼介 大いなる眠り レイモンド・チャンドラー

展覧会いまだ準備中 山本　幸久

論理爆弾 有栖川　有栖

人質 佐々木　譲

大空のドロテ　3 瀬名　秀明 池上彰の学べるニュース6 池上　彰

名もなき花の 吉永　南央 ２０１３年「超」世界恐慌 飛鳥　昭雄

ＵＦＯはもう来ない 山本　弘 検証尖閣問題 孫崎　享

蛍草 葉室　麟 日本経済「円」の真実 榊原　英資
アメリカは日本経済の復活を知っている 浜田　宏一

紙の約束 フィリップ・コガン

路地裏が文化を生む！ 増淵　敏之

読まずにはいられない 北村　薫 僕たちの前途 古市　憲寿

かわいい自分には旅をさせよ 浅田　次郎 教室内（スクール）カースト 鈴木　翔

想いの軌跡 塩野　七生 韓国語学留学ガイド ＨＡＮＡ韓国語教育研究会

大人の流儀　3 伊集院　静 いのちと心のごはん学 小泉　武夫

夫婦の散歩道 津村　節子 日本の「情報と外交」 孫崎　享

生きる力 なかにし　礼 〈証言録〉海軍反省会4 戸高　一成 /編

　　　　

平成25年  2  月号

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

あたらしく入った本

12/25～1/25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、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。



図書館情報資源概論 馬場　俊明 非常識の医学が病を治す 安保　徹

本当のことしかいってない 長嶋　有 山中ｉＰＳ細胞・ノーベル賞受賞論文を読もう 山中　伸弥

ＮＨＫためしてガッテン16 ＮＨＫ科学・環境番組部 ｉＰＳ細胞大革命 朝日新聞科学医療部

「領土問題」の論じ方 新崎　盛暉 自閉症スペクトラム障害 平岩　幹男

エネルギー転換の経済効果 小野　善康 扉を開く人クリスティーン・ブライデン クリスティーン・ブライデン

ルポ労働格差とポピュリズム 藤田　和恵 生理が楽しみになる本 京谷　奈緒美

スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル 自然を捉えなおす 江崎　保男

はじめて学ぶグリーフケア 宮林　幸江 過労死のない社会を 森岡　孝二 /編

言霊のゆくえ 江原　啓之 食品業界は今日も、やりたい放題 小藪　浩二郎

自分らしい人生を創るために大切なこと 経沢　香保子 あなたの人生を変える睡眠の法則 菅原　洋平

今、ここを真剣に生きていますか？ 長谷部　葉子 こんがり！ホットサンドレシピ１００ ホットサンド倶楽部

君は、世界を迎え撃つ準備ができているか？ 田村　耕太郎 呑めば、都 マイク・モラスキー

オウム事件１７年目の告白 上祐　史浩

伊勢神宮

幸せのタネをまくと、幸せの花が咲く2 岡本　一志

中国文明の謎 ＮＨＫ「中国文明の謎」取材班 創られたスサノオ神話 山口　博

山本美香という生き方 山本　美香 竹島問題とは何か 池内　敏

朴槿恵〈パク・クネ〉の挑戦 李　相哲 山陰の釣り場総覧 よなごプレス社　/編

夢を実現する発想法 川口　淳一郎 出雲国の源流から 島根県立八雲立つ

八重のことば 坂本　優二 風土記の丘

鳥取県の歴史散歩 鳥取県の歴史散歩

編集委員会

デルカン2013 御供　泰治

構図がわかれば絵画がわかる 布施　英利

ゲゲゲの新聞

カンツォーネ名曲アルバム1 松山　祐士

カジュアル・ベイカンシー　1,2 Ｊ．Ｋ．ローリング セレブの黙示録 辛酸　なめ子

走れ！Ｔ校バスケット部　8 松崎　洋 八重の桜　前編

よろず占い処陰陽屋アルバイト募集 天野　頌子 落語の国の精神分析 藤山　直樹

英国マザーグース物語　3 久賀　理世 生きざま 貴乃花　光司

オクサ・ポロック　1 アンヌ・プリショタ 川瀬敏郎一日一花 川瀬　敏郎

英語で楽しむピーターラビットの世界

                            Ｂｏｏｋ１，２

小林健二の軽快詰将棋 小林　健二

キラキラ子どもブックガイド キラキラ読書クラブ

ことばの発達の謎を解く 今井　むつみ

実験対決　10 ゴムドリｃｏ． チャレンジミッケ！9 ウォルター・ウィック

ロボット世界のサバイバル2 金　政郁 しはつでんしゃ 石橋　真樹子

はだしのゲンわたしの遺書 中沢　啓治 奇跡の一本松 なかだ　えり

みんなであそぼう 石井　英行 あててえなせんせい 木戸内　福美

さくら 馬場　国敏 サンタさんたら、もう！ ひこ・田中

夜空のダイヤモンド あんびる　やすこ オッドのおしごと てづか　あけみ

消えた白ギツネを追え 富安　陽子 ほしのはなし 北野　武

獣の奏者　8 上橋　菜穂子 ねむりひめ 荒井　良二

ランプの精リトル・ジーニー　19 ミランダ・ジョーンズ 富士山うたごよみ 俵　万智

Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ

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

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

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

郷土郷土郷土郷土のののの本本本本


