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路（ルウ） 吉田　修一 乱れ舞 藤井　邦夫
ここはボツコニアン　2 宮部　みゆき 出女に御用心 牧　秀彦
盗人 田牧　大和 あられ雪 倉阪　鬼一郎
歓喜の仔　上・下 天童　荒太 火焔斬り 庄司　圭太
スタンダップダブル！ 小路　幸也 殿は替え玉 藤村　与一郎
帝都を復興せよ 江上　剛 インタビュー・イン・セル 真梨　幸子
ブルーマーダー 誉田　哲也 緋木瓜の仇 鈴木　英治
光秀曜変 岩井　三四二 死亡フラグが立ちました！ 七尾　与史
剣と紅 高殿　円 春の珍事 佐伯　泰英
君想曲 新堂　冬樹 ○に十の字 佐伯　泰英
かおばな憑依帖 三国　青葉 遠い陽炎 井川　香四郎
めぐり逢い 鳥越　碧 彼岸花 藤井　邦夫
芳一 堀川　アサコ 日本恋愛思想史 小谷野　敦
チャイナ・インベイジョン 柴田　哲孝 政友会と民政党 井上　寿一
けさくしゃ 畠中　恵 わかりあえないことから 平田　オリザ
天平グレート・ジャーニー 上野　誠 国際秩序 細谷　雄一
強欲な羊 美輪　和音
ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　ｅｄｇｅ 堂場　瞬一
大空のドロテ 瀬名　秀明
宿神　3,4 夢枕　獏 この国はどこで間違えたのか 徳間書店出版局
噂の女 奥田　英朗 「世論」の逆がおおむね正しい 西部　邁
マリアージュ・マリアージュ 金原　ひとみ 破壊外交 阿比留　瑠比
眩談 京極　夏彦 中国に立ち向かう覚悟 桜井　よしこ
沈黙のひと 小池　真理子 中曽根康弘が語る戦後日本外交 中曽根　康弘
冷血　上・下 高村　薫 ２０１３年大転換する世界逆襲する日本 三橋　貴明
残り全部バケーション 伊坂　幸太郎 東京満蒙開拓団 東京の満蒙開拓団を知る会

ズッコケ中年三人組ａｇｅ４７ 那須　正幹 ＭＥＤＩＡ　ＭＡＫＥＲＳ 田端　信太郎
維新銃姫伝 藤本　ひとみ 社会学原論 宮島　喬
神去なあなあ夜話 三浦　しをん 達人吉沢久子老けない生き方、暮らし方 吉沢　久子
サンカーラ 田口　ランディ ひとりじゃない ＮＨＫ取材班

ひとり親でも子どもは健全に育ちます 佐々木　正美
国民の修身 渡部　昇一
葬式プランナーまどかのお弔いファイル 奥山　晶子

やむを得ず早起き 関川　夏央
なんらかの事情 岸本　佐知子
卑怯を映す鏡 藤原　正彦
選ぶ力 五木　寛之 夫ががんになったら 土倉　玲子
人生の旅をゆく　2 よしもと　ばなな ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一

　

平成25年          月号

社会科学

文庫・新書日本の文学・小説

エッセイ

健康情報の本

あたらしく入った
本

11/25～12/25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、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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「結果を出す人」の手帳の秘密 美崎　栄一郎 脳はバカ、腸はかしこい 藤田　紘一郎
分厚い本と熱い本 丸谷　才一 脳は悲鳴を上げている 清水　俊彦
本の透視図 菅原　孝雄 一歩手前の「老い入門」 若倉　雅登
ちくま評論選 岩間　輝生 からだに効く和の薬膳便利帳 武　鈴子
完訳日本奥地紀行　3 イザベラ・バード 原発ゼロ社会へ！新エネルギー論 広瀬　隆
生の短さについて セネカ サイレントウォー 今中　哲二
家族の悩みにおこたえしましょう信田　さよ子 死の淵を見た男 門田　隆将
嫌な仕事をするのはもうやめにしようウィリアム・レーネン 知識ゼロからの着物と遊ぶ 石橋　富士子
人を動かす　2 Ｄ・カーネギー協会 編み込みニット リトルバード
変な人の書いた世の中のしくみ 斎藤　一人 ちいさなキャンドルクラフト 福間　乃梨子
絵ものがたり正信偈 浅野　執持 ちゃんと食べてる？ 有元　葉子
孫文の机 司　修 焼き菓子の発想と技法 日高　宣博
ラストサムライ山本覚馬 鈴木　由紀子 豆乳スムージー 岩本　恵美子
望郷 蜂谷　弥三郎 人生がときめく片づけの魔法　2 近藤　麻理恵
僕の死に方 金子　哲雄 団塊世代の孫育てのススメ 宮本　まき子
伊藤野枝と代準介 矢野　寛治
国境の島を発見した日本人の物語 藤岡　信勝
大江戸しあわせ指南 石川　英輔 「いっしょに働きたくなる人」の育て方 見舘　好隆
一四一七年、その一冊がすべてを変えた スティーヴン・グリーンブラット

鳥取県の歴史散歩 鳥取県の歴史散歩編集委員会

マンガで親しむ出雲神話
のせ猫 ＳＨＩＲＯＮＥＫＯ 米子・境港・西伯・日野の昭和 杉本　良巳
エンジェルフライト 佐々　涼子 はじめての古事記 竹中　淑子
ｉＰｈｏｎｅ　５完全ガイド 向井　領治 木もれ陽に向かって 佐々木　美幸
らくらく七輪陶芸塾 左古　文男
手づくりの紙ものテクニックブックオギハラ　ナミ
相方 ビートきよし
ブスの瞳に恋してる　4 鈴木　おさむ カジュアル・ベイカンシー 1,2 Ｊ．Ｋ．ローリング
自分を生んでくれた人 内村　周子 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 11伏見　つかさ
利休の風景 山本　兼一 ＲＤＧ 6 荻原　規子
天声人語　2012秋 朝日新聞論説委員室 虹の西洋美術史 岡田　温司

インヘリタンス 上・下 クリストファー・パオリーニ

少年弁護士セオの事件簿　3 ジョン・グリシャム
楽しむ数学１０話 足立　恒雄

はじまりのはじまりのはじまりのおわりアヴィ まねが育むヒトの心 明和　政子
異常気象のサバイバル　1,2 ゴムドリｃｏ． ハンドブック原発事故と放射能 山口　幸夫
ロボット世界のサバイバル　1 金　政郁
洞窟のサバイバル 洪　在徹
物語の迷路 香川　元太郎
ルドルフとスノーホワイト 斉藤　洋 かあさんのこもりうた こんの　ひとみ
かいけつゾロリカレーｖｓ．ちょうのうりょく原　ゆたか モリくんのりんごカー かんべ　あやこ
黒魔女さんが通る！！15 石崎　洋司 よいちとトンビ 田島　征三
元禄の雪 斉藤　洋 ふたりの箱 クロード・Ｋ．デュボア
夜の小学校で 岡田　淳 どっからたべよう 井上　洋介
お願い！フェアリー　9 みずの　まい うさぎのおくりもの ビーゲン　セン
黒ねこガジロウの優雅な日々 丘　修三 そらのおっぱい スズキ　コージ
中学生までに読んでおきたい哲学　1,3松田　哲夫 あそこへ マリー・ルイーズ・フィッツパトリック

ビジネスコーナーの本

産業・藝術・スポーツ・語学

自然科学・技術・家庭

ヤングアダルトコーナー

児童

絵本

総記・哲学・宗教・歴史

郷土の本


