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領土 諏訪　哲史 レーガン 村田　晃嗣
負けんとき　上・下 玉岡　かおる 贈与の歴史学 桜井　英治
暗闇で踊れ 馳　星周 ソーシャル・キャピタル入門 稲葉　陽二
翁－ＯＫＩＮＡ 夢枕　獏 待宵の芒舟 千野　隆司
野いばら 梶村　啓二 ご存じ大岡越前 鳴海　丈
地下の鳩 西　加奈子 南紀オーシャンアロー号の謎 西村　京太郎
草原の風　下 宮城谷　昌光 役者侍密書の始末 早瀬　詠一郎
冬姫 葉室　麟 針いっぽん 佐伯　泰英
キングを探せ 法月　綸太郎 波涛剣 上田　秀人
斬首刀 宮ノ川　顕 おやすみ、テディ・ベア　上・下 赤川　次郎
こころのつづき 森　浩美 湯布院・産土神の殺人 鯨　統一郎
ゴーストハント　7 小野　不由美 錦 宮尾　登美子
虚無回廊 小松　左京 青春の神話 森村　誠一
大島高任 半沢　周三 解錠師 スティーヴ・ハミルトン

京都魔王殿の謎 吉村　達也
謎解きはディナーのあとで　2 東川　篤哉
蘇鉄のある風景 竹本　賢三
あるじは秀吉 岩井　三四二 「戦後」が終わり、「災後」が始まる。 御厨　貴
もういちど生まれる 朝井　リョウ 劇場型首長の戦略と功罪 有馬　晋作
だれかの木琴 井上　荒野 元気と勇気が湧いてくる経済の考え方 柳川　範之
極北ラプソディ 海堂　尊 ＥＵメルトダウン 浜　矩子
銀婚式 篠田　節子 日本を捨てた男たち 水谷　竹秀
星月夜 伊集院　静 大きな字ですぐわかるはじめてのハガキ作成 尾崎　裕子

スラスラわかる確定申告　平成２４年３月 山上　芳子
日本でいちばん幸せな県民 坂本　光司
記者は何を見たのか 読売新聞社

足のカカトをかじるイヌ 椎名　誠 童謡・唱歌でたどる音楽教科書のあゆみ 松村　直行
無常という力 玄侑　宗久 不安家族 大嶋　寧子
ネオカル日和 辻村　深月 ５０歳からの人断捨離 向谷　匡史
徒然草ＲＥＭＩＸ 酒井　順子 ゆったり、わくわく子どもと楽しむ１２カ月 きくち　いま
老年の流儀 三浦　朱門 お地蔵さんの世界 渡　浩一
未踏の野を過ぎて 渡辺　京二 ブラック・スワン降臨 手嶋　竜一

日米「核密約」の全貌 太田　昌克

リヴァイアサン スコット・ウエスターフェルド

火星の挽歌 アーサー・Ｃ．クラーク 日本経済の明日を読む2012 みずほ総合研究所
ゴースト・トレインは東の星へ ポール・セロー 究極のドラッカー 国貞　克則
琥珀の眼の兎 エドマンド・ドゥ・ヴァール 就活生の親が今、知っておくべきこと 麓　幸子
ぼくはお金を使わずに生きることにした マーク・ボイル 東京ガールズコレクションの経済学 山田　桂子
スノークのおじょうさんの名言集 トーベ・ヤンソン Ｂ級ご当地グルメでまちおこし 俵　慎一
金東仁作品集 金　東仁 「期待以上」と思われるプロの接客作法 藤村　純子

　　　　

平成24年        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

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

12/1～12/25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。



はじめてのＭａｃ１００％入門ガイド 小原　裕太 おもちゃの科学セレクション1～3 戸田　盛和
図説図書館の歴史 スチュアート・Ａ．Ｐ．マレー スパイス、爆薬、医薬品 Ｐ．ルクーター
書物への愛 粕谷　一希 巨大地震・巨大津波 平田　直
ＮＨＫためしてガッテン15 ＮＨＫ科学・環境番組部 決着！恐竜絶滅論争 後藤　和久
新聞・テレビは信頼を取り戻せるか 小俣　一平 東アジアの日本人建築家 西沢　泰彦
アメリカ黒人の歴史 ジェームス・Ｍ．バーダマン 原発と日本はこうなる 河野　太郎
豊かな心で豊かな暮らし 小林　正観 僕のお父さんは東電の社員です 毎日小学生新聞
“幸福の国”ブータンに学ぶ幸せを育む生き方 永田　良一 「ツイッター」「ブログ」「ホームページ」導入と使い方 梅原　嘉介
日本の「宗教」はどこへいくのか 山折　哲雄 セミパラチンスク 森住　卓
日記で読む日本中世史 元木　泰雄 「機能性プラスチック」のキホン 桑嶋　幹
聯合艦隊司令長官山本五十六 半藤　一利 どはどぶろくのど 本郷　明美
江戸の大名屋敷 原　史彦 手編みのてぶくろ 嶋田　俊之
通天閣 酒井　隆史 おうちで本格鍋料理 出倉　吾朗
アラブの春は終わらない タハール・ベン＝ジェルーン 石原軍団炊き出しレシピ３３ 石原軍団炊き出しプロジェクト

十字軍物語3 塩野　七生 永谷園生姜部のしょうがスイーツ 永谷園生姜部
蕩尽王、パリをゆく 鹿島　茂 心も整う「捨てる」ルールと「しまう」ルール 中山　真由美
平清盛のすべてがわかる本 中丸　満 初めての幼児食 太田　百合子
寺田寅彦 池内　了 ひと目でわかるクリスマスローズの選び方・育て方 野々口　稔
イギリス王室一〇〇〇年史 石井　美樹子 欲望を生み出す社会 スーザン・ストラッサー

世代×性別×ブランドで切る！ ブランドデータバンク

旧日本領の鉄道１００年の軌跡 小牟田　哲彦
ルーヴルはやまわり 有地　京子
相性 三浦　友和
スロージョギングで人生が変わる 田中　宏暁
采配 落合　博満
ポップアップ・クラフトのおくりもの 高橋　洋一
小沢征爾さんと、音楽について話をする 小沢　征爾
ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ９９０点満点リーディング 植田　一三 大和国造大海人王 南条　厚生
完璧すぎる日本人 山久瀬　洋二 古井喜実と中国 鹿　雪瑩
フランス語リスニング アレクサンドル・グラ 古事記外伝 多羅尾　整治

介護と看取り 結城　康博 素粒子はおもしろい 益川　敏英
がんを生きる子 松永　正訓 時をこえる仏像 飯泉　太子宗
図解でわかる心臓病 中村　正人 ぼくらの裁判をはじめよう 郷田　マモラ
「食道がん」と言われたら… 桑野　博行 スウィング！ 横沢　彰
心臓・血管の病気 小川　久雄 ちはやと覚える百人一首 あんの　秀子
さすらいの統合失調症対応・支援北山　大奈 ワンス・アホな・タイム 安東　みきえ
今日、私は出発する 姜　信子 くちびるに歌を 中田　永一

暗闇のファントム イアン・ベック
エメラルド・アトラス ジョン・スティーブンス

ひみつの図鑑 阿部　和厚
小さくても大きな日本の会社力　6 坂本　光司 おやおやおやつ 庄司　三智子
３．１１が教えてくれた防災の本　1 片田　敏孝 メイはなんにもこわくない きむら　ゆういち
すごい自然図鑑 石田　秀輝 たったひとつのねがいごと バーバラ・マクリントック

見学しよう工事現場　2 溝淵　利明 ちゅっ！ チョン　ホソン
森がささやいている 池田　まき子 バスがいっぱい！ そく　ちょるうぉん
食料と環境問題 山崎　亮一 うまれかわったヘラジカさん ニコラス・オールドランド

木の葉や花をたのしむ１２か月 姉崎　一馬 ノミちゃんのすてきなペット ルイス・スロボドキン
スポーツなんでもくらべる図鑑　3 大熊　広明 さんぽのき サトシン
よろずトラブル妖怪におまかせ 三田村　信行 おしょうがつさんどんどこどん 長野　ヒデ子
とっぴんしゃん　上・下 山本　一力 ハグくまさん ニコラス・オールドランド

ツチノコ温泉へようこそ 中山　聖子 あさになったのでまどをあけますよ 荒井　良二
インド大帝国の冒険 メアリー・ポープ・オズボーン どこいったん ジョン・クラッセン
動物と話せる少女リリアーネ　6 タニヤ・シュテーブナー うつぼざる もとした　いづみ
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