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私闘なり、敵討ちにあらず 佐藤　雅美 重い障害を生きるということ 高谷　清
外事警察 麻生　幾 民法改正を考える 大村　敦志
しらない町 鏑木　蓮 母の国から来た殺人者 西村　京太郎
黄昏に佇む君は 篠田　真由美 お寧結髪秘録秘花二日咲き 千野　隆司
銀色の絆 雫井　脩介 白閃の剣 鈴木　英治
夢違 恩田　陸 花篭の櫛 沢田　ふじ子
草原の風　中 宮城谷　昌光 悪魔を追い詰めろ！ 赤川　次郎
謎解きはディナーのあとで2 東川　篤哉 雲の盗十郎 鳥羽　亮
帝王、死すべし 折原　一 変身 岳本　野ばら
あのフェアウェイへ 川上　健一 百年の呪い 佐伯　泰英
邪馬台 北森　鴻 ビブリア古書堂の事件手帖2 三上　延
陣星（いくさぼし）、翔ける 宮本　昌孝 ゲートハウス　上・下 ネルソン・デミル
花明かり 山本　一力 不眠症　上・下 スティーヴン・キング

蜩ノ記 葉室　麟 特捜部Ｑ ユッシ・エーズラ・オールスン

ぼくらは夜にしか会わなかった 市川　拓司
あつあつを召し上がれ 小川　糸
震災後 福井　晴敏
ハコブネ 村田　沙耶香 ティーパーティー運動 藤本　一美
おれたちの青空 佐川　光晴 シオニズムの解剖 臼杵　陽
要介護探偵の事件簿 中山　七里 外務省に告ぐ 佐藤　優
境遇 湊　かなえ 横浜事件・再審裁判とは何だったのか 大川　隆司
一分ノ一　上・下 井上　ひさし アメリカの歴史的危機で円・ドルはどうなる 日高　義樹
虚空の冠　上・下 楡　周平 移住・移民の世界地図 Ｒｕｓｓｅｌｌ　Ｋｉｎｇ

アジアの文化は越境する 四方田　犬彦
震災婚 白河　桃子
河北新報のいちばん長い日 河北新報社

しごとのはなし 太田　光 明治二十九年の大津波 坪内　祐三
歳月なんてものは 久世　光彦 障害者自立支援法がよ～くわかる本 福祉行政法令研究会

これでおしまい 佐藤　愛子 ノーベル賞はこうして決まる アーリング・ノルビ
しぶとく生きろ 野坂　昭如 ネットいじめはなぜ「痛い」のか 原　清治
どちらとも言えません 奥田　英朗 快楽の歴史 アラン・コルバン
小説を、映画を、鉄道が走る 川本　三郎 シベリア神話の旅 斎藤　君子

ナチを欺いた死体 ベン・マッキンタイアー

メモリー・ウォール アンソニー・ドーア
チェット、大丈夫か？ スペンサー・クイン 公務員試験六法2013 三省堂編修所
スターリンの子供たち オーウェン・マシューズ 次から次と成功する起業相談所 小出　宗昭
ぼくたちが見た世界 カムラン・ナジール 企業・生存の条件 日本経済新聞社
緋色の楽譜　上・下 ラルフ・イーザウ 知識ゼロからの農業ビジネス入門 岡林　秀明
「テル・ケル」は何をしたか 阿部　静子 どうしてくれる！？店長１万人のクレーム対応術 外食相談研究会
思い出しておくれ、幸せだった日々を 柏倉　康夫 誰も教えてくれない〈お掃除〉商売の始め方・儲け方 山口　義人
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文庫文庫文庫文庫・・・・新書新書新書新書

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

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

11/1～11/25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。



図書館活用術 藤田　節子 藤井旭の星座と星座神話 冬 藤井　旭
パソコンで困ったときに開く本2012 深海で生命の起源を探る ＮＨＫ「サイエンスＺＥＲＯ」

少年少女昭和ミステリ美術館 森　英俊 日本の野鳥 久保田　修
権力ｖｓ．調査報道 高田　昌幸 日本の城完全名鑑 中山　良昭
性格を科学する心理学のはなし 小塩　真司 復興建築の東京地図 松葉　一清
名医がすすめる定年からのいい生き方 石川　恭三 ゴシックの本質 ジョン・ラスキン
名言の森 晴山　陽一 トコトンやさしい工作機械の本 清水　伸二
聖書男（バイブルマン） Ａ．Ｊ．ジェイコブズ ソーラークッカーを作ろう 佐藤　輝
全国神社味詣 松本　滋 日本の旅客機2012
アニメで読む世界史 藤川　隆男 Ｆａｃｅｂｏｏｋ　ＨＡＣＫＳ！ 小山　竜介
邪馬台国時代の丹波・丹後・但馬と大和 奈良県香芝市二上山博物館 独立型太陽光発電と家庭蓄電 角川　浩
一冊でわかる芸術・美術・建築からわかる日本史 小和田　哲男 海の大国ニッポン 東京大学海洋アライアンス

図説日本の近代１００年史 水島　吉隆 筑豊炭坑絵巻 山本　作兵衛
植民地朝鮮 趙　景達 メタンハイドレート 有賀　訓
『坂の上の雲』の１００人 ５０のテクニックでつくる、５０枚のコースター 青木　恵理子
スティーブ・ジョブズ1,2 ウォルター・アイザックソン 体脂肪排出メソッド 今野　華都子
だんじり母ちゃんとあかんたれヒロコ コシノ　ヒロコ 県別対抗！Ｂ級ご当地グルメ中国・四国

平清盛 岩田　慎平 トマト缶レシピ 平沢　美佐子
絆こそ、希望の道しるべ アウンサンスーチー ホームベーカリーで作る米粉じゃなくて、ご飯でパン 山田　一美

春・夏・秋・冬我が家の一年中圧力鍋レシピ 牛尾　理恵

絵になる子育てなんかない 養老　孟司
お花屋さんマニュアル2012 日本フローラルマーケティング協会

Ｂ級ご当地グルメで５００億円の町おこし 渡邉　英彦
乾物と保存食材事典 星名　桂治
関東周辺個人美術館めぐり
音聖・筒美京平 田中　忠徳 ハンセン病図書館 山下　道輔
サウスポー論 和田　毅 介護スタッフのための安心！医学知識 大滝　厚子
勝負哲学 岡田　武史 高血圧に効くおいしいレシピ２週間メソッド 新　啓一郎
政治家はなぜ「粛々」を好むのか 円満字　二郎 生きる力の源に 門林　道子
県別罵詈雑言辞典 真田　信治 「子宮頚がん」経験したからこそ伝えたい！ 仁科　亜季子

湖都松江Ｖｏｌ．22 湖都松江編集委員会

鳥取県伝説のレシピ 日本海テレビジョン放送 「しがらみ」を科学する 山岸　俊男
宍道湖・中海の干拓淡水化事業を振り返って 伊達　善夫 高校生にもわかる「お金」の話 内藤　忍
本陣被仰付 「本陣被仰付」展実行委員会 今からはじめる！就職へのレッスン 杉山　由美子
たたら 岩田　めぐみ 未来を切り拓く！数学は「働く力」 高浜　正伸

１４歳の生命論 長沼　毅
髑髏城の花嫁 田中　芳樹
父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ・シェム＝トヴ
カッシアの物語 アリー・コンディ
怪物はささやく シヴォーン・ダウド

小さくても大きな日本の会社力5 坂本　光司
ヤマネさん 西村　豊 メリークリスマスおつきさま アンドレ・ダーハン
見学しよう工事現場1 溝淵　利明 王国のない王女のおはなし アーシュラ・ジョーンズ

ビジュアル忍者図鑑3 黒井　宏光 ゆきだるまのスノーぼうや ヒド・ファン・ヘネヒテン

羽生善治のこども将棋序盤の指し方入門 羽生　善治 えんそく くすのき　しげのり
小学生からの四字熟語教室 よこた　きよし 大洪水！！あばれ川とたたかった男 高村　忠範
親子でおぼえるマンガ百人一首 新藤　協三 おおきいちいさい 元永　定正
日本語を味わう名詩入門7 どんどこどん 和歌山　静子
あやかしファンタジア 斉藤　洋 くさはら 加藤　幸子
いちねんせいのよーい、どん！ 北川　チハル ファーディのクリスマス ジュリア・ローリンソン

またおいで もりやま　みやこ １００１のクリスマスをさがせ！ アレックス・フリス
小さなりゅうと海のともだち 長井　るり子 くすのきだんちのコンサート 武鹿　悦子
子どもに語るアラビアンナイト 西尾　哲夫 蝶の目と草はらの秘密 ジョイス・シドマン
デイジーのびっくり！クリスマス ケス・グレイ かっぱ 杉山　亮
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