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ジョン・マン　波涛編 山本　一力 無垢の博物館　上・下 オルハン・パムク
天使の報酬 真保　裕一 チボの狂宴 マリオ・バルガス＝リョサ

盤上のアルファ 塩田　武士 矜持 ディック・フランシス
一刀斎夢録　上・下 浅田　次郎 骨狩りのとき エドウィージ・ダンティカ

海に沈んだ町 三崎　亜記 名声 ダニエル・ケールマン
婢伝五稜郭 佐々木　譲
母子寮前 小谷野　敦
メロディ・フェア 宮下　奈都
来福の家 温　又柔 一刀斎、最後の戯言 森　毅
吉原十二月 松井　今朝子 「ゆる人生」のススメ 三浦　勇夫
ピースメーカー 小路　幸也 ごきげんタコ手帖 中野　翠
こちらあみ子 今村　夏子 この人から受け継ぐもの 井上　ひさし
秘密のスイーツ 林　真理子 老年の品格 三浦　朱門
春申君 塚本　青史
日本名僧奇僧列伝 小嵐　九八郎
完本短篇集モザイク 三浦　哲郎
戊辰転々録 中村　彰彦 フランス的思考 石井　洋二郎
男嫌いの姉と妹 佐藤　雅美 英語の質問箱 里中　哲彦
カルテット1,2 大沢　在昌 マンガおはなし化学史 松本　泉
ポーツマスの贋作 井上　尚登 クジラ・イルカ生態写真図鑑 水口　博也
ズッコケ中年三人組ａｇｅ４５ 那須　正幹 小さな部屋・明日泣く 色川　武大
白いしるし 西　加奈子 伊良湖岬プラスワンの犯罪 西村　京太郎
蕃東国年代記 西崎　憲 御前試合 幡　大介
御隠居忍法振袖一揆 高橋　義夫 夜逃げ若殿捕物噺 聖　竜人
信玄の狗 楠木　誠一郎 掟破り 小杉　健治
百万遍流転旋転 上・下 花村　万月 お江流浪の姫 植松　三十里
ＴＨＥ　ＷＡＲ異聞太平洋戦記 柴田　哲孝 隠密 上田　秀人
醜聞の作法 佐藤　亜紀 空白の凶相 森村　誠一
首都感染 高嶋　哲夫

全図解わかりやすい借地の法律 矢島　忠純 池上彰の学べるニュース3 池上　彰

法廷傍聴へ行こう 井上　薫 日本を診る 片山　善博
「子どもの引渡し」の法律と実務 石田　文三 ある検事の告発 三井　環
労働災害・通勤災害のことならこの１冊 河野　順一 日本人が知らない日本経済の大問題 野口　悠紀雄
委託・請負で働く人のトラブル対処法 古山　修 確定申告なら、必ずトクする青色申告 宮原　裕一
職場のいじめ・パワハラと法対策 水谷　英夫 日本国債暴落のシナリオ 石角　完爾

子どもたちの放課後を救え！ 川上　敬二郎
戦争依存症国家アメリカと日本 吉田　健正

竹島／独島問題の平和的な解決をめざして 子どもと教科書全国ネット２１ 中国人のリアル 安田　峰俊
「診察室へお入り下さい」3 堀江  裕 通貨戦争 宋　鴻兵
石見小説集 難波　利三 美しき身辺整理 竹田　真砂子
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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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謎山トキオの謎解き分析 丸山　健夫 日本の世界文化遺産を歩く 藤本　強
Ｔｗｉｔｔｅｒの神々 田原　総一朗 超マンガ大学 さそう　あきら
現在（いま）を生きる地域資料 平山　惠三 布のちから 田中　優子
漂流 筒井　康隆 はじめての木象嵌 橋本　元宏
装丁問答 長友　啓典 江　前編
山県有朋と明治国家 井上　寿一 知識ゼロからのマジック入門 ふじい　あきら
カウンセリングのすべてがわかる 国分　康孝 はばたけ、佑樹 斎藤　しづ子
ラジオ深夜便珠玉のことば 山本博のゼロから始めるアーチェリー 山本　博
砂漠と鼠とあんかけ蕎麦 五味　太郎 大和魂 田中　マルクス闘莉王
かくれ仏教 鶴見　俊輔 話し言葉の日本史 野村　剛史
御朱印ブック 八木　透 空想英語読本 マッシュー・ファーゴ
一冊でわかる名画と聖書 船本　弘毅
ユーラシアの東西 杉山　正明
信長革命 藤田　達生
紀元二千六百年 ケネス・ルオフ 介護で仕事を辞めないために グループ・けあ＆けあ２1

レンズが撮らえた１９世紀ヨーロッパ 海野　弘 お母さんはまだらボケ 南　慶子
愛と欲望のフランス王列伝 八幡　和郎 子宮・卵巣がん手術後の１００日レシピ 加藤　友康
宇宙家族ヤマザキ 山崎　大地 綾戸智恵、介護を学ぶ 一志　治夫
夢を持ち続けよう！ 根岸　英一 身体（からだ）のいいなり 内沢　旬子

司法書士をめざす人の本’１１年版 山田　猛司
宇宙飛行士が撮った母なる地球 野口　聡一 まんがと図解でわかるドラッカー 藤屋　伸二
半井小絵のお天気彩時記 半井　小絵 会社の個人情報対策のことならこの１冊 クレア法律事務所
ウオヅラコレクション 伊藤　勝敏 女性の職業のすべて2012年版 女性の職業研究会
哺乳類のフィールドサイン観察ガイド 熊谷　さとし 知財相談ハンドブック 大阪弁護士会
ニッポンの穴紀行 西牟田　靖 社会起業家の教科書 大島　七々三
自然再生ハンドブック 日本生態学会 接客らくらく便利帳 今井　登茂子
木と水の建築伊勢神宮 川添　登 うかるぞ宅建２０１１年版 井藤　公量
住宅巡礼・ふたたび 中村　好文 ｉＰｈｏｎｅ／Ａｎｄｒｏｉｄアプリで週末起業 山崎　潤一郎
飛翔への挑戦 前間　孝則 ドラッカー名言集 Ｐ．Ｆ．ドラッカー
戦時輸送船ビジュアルガイド2 岩重　多四郎
ＬＥＤ電子工作の素 杉本　靖
１坪の奇跡 稲垣　篤子
フード・インク エリック・シュローサー

奇跡の野菜 永田　照喜治 漢字のサーカス 常用漢字編１ 馬場　雄二
絶対咲かせる洋ランづくり 江尻　光一 高校留学アドバイス 伊藤　史子
ウサギの救急箱１００問１００答 大野　瑞絵 思春期の性の悩みＱ＆Ａ 北村　邦夫
ｆａｃｅｂｏｏｋ基本＆便利技 横田　真俊 翼のある猫　上・下 イサベル・ホーフィング

新フォーチュン・クエスト17 深沢　美潮
どこからが心の病ですか？ 岩波　明
伝わる文章の書き方教室 飯間　浩明

小さくても大きな日本の会社力3 坂本　光司 スコアブック　6 伊集院　静
水をめぐる争い 橋本　淳司 ぼくらの最後の聖戦 宗田　理
エコカーのしくみ見学4 市川　克彦 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 リック・リオーダン
西日本の電車おもしろ百科
ポスターをつくろう！3 デジカル
Ｑ＆Ａ式子ども体力事典3 こどもくらぶ
少年野球図解ルールブック 青木　秀憲 わんぱくだんのペンギンランド ゆきの　ゆみこ
はじめてよむ　1 野上　暁 もりのねこ 工藤　有為子
旅するウサギ 竹下　文子 バムとケロのもりのこや 島田　ゆか
ちょっとした奇跡 緑川　聖司 ほんをよめばなんでもできる ジュディ・シエラ
ＳＯＳ！七化山のオバケたち 富安　陽子 アンネの木 イレーヌ・コーエン＝ジャンカ

ダヤン、クラヤミの国へ 池田　あきこ じゃんけんぽん（ビッグブック） せな　けいこ
大草原のちいさなオオカミ 姜　戎 おにはそと せな　けいこ
ヒックとドラゴン7 ヒック・ホレンダス・ハドック三世 ふゆのうま 手島　圭三郎
メルストーン館の不思議な窓 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ にんじんさんとじゃかじゃかじゃん 長野　ヒデ子
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