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それを愛とまちがえるから 井上　荒野 百年の手紙 梯　久美子

へこたれない人 佐藤　雅美 小さな建築 隈　研吾

冬の旅 辻原　登 面白い本 成毛　真

穢れた手 堂場　瞬一 信長の城 千田　嘉博

傾国子女 島田　雅彦 トラウマ 宮地　尚子

糸車 宇江佐　真理 日本財政転換の指針 井手　英策

むつかしきこと承り候 岩井　三四二 学び続ける力 池上　彰

ちょうちんそで 江国　香織 メイドインジャパン 井上　由美子

冬芽の人 大沢　在昌 あばれ幇間 水田　勁
暗くて静かでロックな娘（チャンネー） 平山　夢明 雀のなみだ 井川　香四郎

墓頭 真藤　順丈 サイレント・ヴォイス 佐藤　青南

ジューン・ブラッド 福沢　徹三 雪の声 今井　絵美子

いちばん長い夜に 乃南　アサ 丸谷才一編・花柳小説傑作選 丸谷　才一

リカーシブル 米沢　穂信 死の島　上 福永　武彦

イノセントブルー 神永　学 春夏秋冬 生島　遼一

望郷 湊　かなえ

おもかげ橋 葉室　麟

溝鼠　最終章 新堂　冬樹 タイタス・クロウの事件簿 ブライアン・ラムレイ

いつまでもショパン 中山　七里 世界が終わるわけではなく ケイト・アトキンソン

三匹のかいじゅう 椎名　誠 パイの物語 上・下 ヤン・マーテル

ａｂさんご 黒田　夏子 最後に見たパリ エリオット・ポール

ハピネス 桐野　夏生 瞳孔の中 シギズムンド・クルジジャノフスキイ

輝天炎上 海堂　尊

別れさせ屋の恋 新堂　冬樹

沈黙の町で 奥田　英朗

欠落 今野　敏 日本人の気概 中条　高徳
こちら弁天通りラッキーロード商店街 五十嵐　貴久 日本の危機 正村　公宏

血の轍 相場　英雄 実は世界Ｎｏ．１の日本経済 岩本　沙弓

消防女子！！ 佐藤　青南 世界をダメにした経済学１０の誤り フィリップ・アシュケナージ

生存者ゼロ 安生　正 男の貌 高杉　良

ニュートンと贋金づくり トマス・レヴェンソン

金融緩和で日本は破綻する 野口　悠紀雄

ドレスよりハウス 室井　滋

スピンク合財帖 町田　康 ９９歳、楽しい楽しい私のシンプル「満足生活」 三津田　富左子

にすいです。 冲方　丁 傾聴ボランティア体験記 ホールファミリーケア協会

独女日記2 藤堂　志津子 〈３・１１後〉忘却に抗して 高村　薫ほか

みちくさ道中 木内　昇 七十二候美味礼讚 三浦　俊幸

切に生きる 瀬戸内　寂聴 山に生きる人びと 宮本　常一
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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

1/25～2/25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・図書館史 小黒　浩司 気になる科学 元村　有希子

すてきな絵本タイム 佐々木宏子と岡山・プー横丁の仲間たち ６時間でできる！２ケタ×２ケタの暗算 岩波　邦明

ギャンブル大国ニッポン 古川　美穂 従病という生き方 神山　五郎

３・１１以後何が変わらないのか 大沢　真幸 最新遺伝学でわかった病気にならない人の習慣 石浦　章一

英語で読む哲学 入不二　基義 Ｄｒ．水上のねじれ腸マッサージ 水上　健

根源悪の系譜 リチャード・Ｊ．バーンスタイン 長生きしたい人は「鏡」を見なさい 南雲　吉則

ぼくらの昭和オカルト大百科 初見　健一 自分と子どもを放射能から守るには ウラジーミル・バベンコ

大好きなことをやって生きよう！ 本田　健 疲れない身体（からだ）をいっきに手に入れる本 藤本　靖

ＮＨＫさかのぼり日本史　外交篇5 長生きしたけりゃ肉は食べるな 若杉　友子

会津の桜新島八重 原発、いのち、日本人 浅田　次郎

駆け込み寺の玄さん 佐々　涼子 原発とメディア 上丸　洋一

華の血族 池坊　保子 司法よ！おまえにも罪がある 新藤　宗幸

旅立つまでのガイドブック 森井　ユカ 使いきる。 有元　葉子

英語で発信する日本小事典 ＩＢＣパブリッシング 家事のニホヘト 伊藤　まさこ

青春１８きっぷパーフェクト・ガイド 谷崎　竜

出雲と大和 村井　康彦

資格・スキルランキング2013 米子城物語 廣澤  虔一郎

女子と就活 白河　桃子 ほいくる 保育文化研究会

公務員試験オールガイド 資格試験研究会 神と語って夢ならず 松本　侑子
公務員の窓口・電話応対ハンドブック 関根　健夫

行政判例百選2 宇賀　克也 愛と憎しみの豚 中村　安希

生活保護とあたし 和久井　みちる ネットショップ＆ヤフオク海外仕入れの達人養成講座 山口　裕一郎

子どもの虐待防止・法的実務マニュアル 日本弁護士連合会 サービス付き高齢者向け住宅開設・運営ガイド 田中　元

建築の品質トラブル解決集 ｓａｉ総合企画 ラジオが好き！ 村上　信夫

悩む前に知っておきたい離婚の手続き 中里　妃沙子 西洋美術史 国立西洋美術館

交通事故の損害賠償と解決 薄金　孝太郎 画家たちの原風景 堀尾　真紀子

わかりやすい相続 吉田　杉明 モタさんの“言葉” 斎藤　茂太

東京散歩 フロラン・シャヴエ

新島八重の茶事記 筒井　紘一

直感力 羽生　善治

アニメ！リアルｖｓ．ドリーム 岡田　浩行 日本人が気づいていないちょっとヘンな日本語 デイビッド・セイン

悲しみを生きる力に 入江　杏 オツな日本語 金田一　秀穂

ソードアート・オンライン11 川原　礫 ネイティブはこう言います！日本人の惜しい！英語 尾代　ゆうこ

ソーシャルワーカーという仕事 宮本　節子 芸人春秋 水道橋博士

１３歳からの拉致問題 蓮池　透 高峰秀子が愛した男 斎藤　明美

管理栄養士・栄養士になるには 藤原　真昭 セッシュウ！ 中川　織江

美人プロゴルファーの「もっと！危ない噂」 松下　オーガスタ

書聖王羲之 魚住　和晃

名探偵コナン漆黒の追跡者（チェイサー） 青山　剛昌

現代用語の基礎知識学習版2014 現代用語検定協会

ぼくは戦場カメラマン 渡部　陽一

ほねほねザウルス8 カバヤ食品株式会社 きいてきいて たかぎ　ちず

オリンポスの神々と７人の英雄2 リック・リオーダン こんなことがあっタワー 丸山　誠司
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