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アバター 山田　悠介 冬の夢 スコット・フィッツジェラルド

水魑の如き沈むもの 三津田　信三 初夜 イアン・マキューアン
ガールズ・ストーリー あさの　あつこ アシュリーが教えてくれたこと ロリー・ヘギ
もっとも危険な長い夜 小手鞠　るい
悪武蔵 小嵐　九八郎
結婚小説 中島　たい子
転生回遊女 小池　昌代
ゼフィラム 楡　周平
お稲荷さんが通る 叶　泉    ガールズ・ストーリー  おいち不思議がたり     あさの　あつこ

天才までの距離 門井　慶喜
夜のだれかの玩具箱 あさの　あつこ
審理炎上 加茂　隆康 やさぐれるには、まだ早い！ 豊島　ミホ
乱神 高嶋　哲夫 カラーひよことコーヒー豆 小川　洋子
ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ 浅倉　卓弥 ごはんのことばかり１００話とちょっと よしもと　ばなな
竜馬伝1 福田　靖 夫婦口論 三浦　朱門
扉守 光原　百合 告白的恋愛論 渡辺　淳一
十四歳の遠距離恋愛 岳本　野ばら 俺ひとり 白川　道
蒼き狼の血脈 小前　亮 文学の門 荒川　洋治
空色メモリ 越谷　オサム 自分の頭で考える 外山　滋比古
ひなた弁当 山本　甲士
白いひつじ 長野　まゆみ
リテイク・シックスティーン 豊島　ミホ
魔法使いクラブ 青山　七恵 信長の天下所司代 谷口　克広
ＳＯＳの猿 伊坂　幸太郎 ルワンダ中央銀行総裁日記 服部　正也
カレンダーにない日 勝目　梓 パンデミックとたたかう 押谷　仁

高校数学でわかるフーリエ変換 竹内　淳
ポーに捧げる２０の物語 スチュアート・Ｍ．カミンスキー

秋山郷殺人秘境 梓　林太郎
知ってほしいアフガニスタン レシャード・カレッド 夢の夢 佐伯　泰英
いま、立ち上がる 斎藤　貴男 山内一豊の妻の推理帖 鯨　統一郎
地球温暖化戦争 グウィン・ダイヤー ＱＥＤ出雲神伝説 高田　崇史
赤軍派始末記 塩見　孝也 憎悪の依頼 松本　清張

今日の総理 池上　彰
なぜ、日本人は日本をおとしめ中国に媚びるのか 石　平
はじめての債権回収１００問１００答 内海　徹 あたりまえだけどなかなかできない起業のルール 四ツ柳　茂樹
反冤罪 鎌田　慧 異業種競争戦略 内田　和成
貧困の正体 トーマス・ラインズ ６０歳からの仕事 清家　篤
教師は二度、教師になる 野田　正彰 「職業訓練」１５０％トコトン活用術 日向　咲嗣
自治体の予算要求考え方・つくり方 吉田　博 外食業界のしくみ 斎藤　訓之
島田洋七の老いてますます、おもろい人生 島田　洋七 商標法 末吉　亙
家づくりのダンドリ ゲーム業界の歩き方 石島　照代
“３５歳”を救え ＮＨＫ「あすの日本」プロジェクト 農業ビジネス学校 高知工科大学大学院起業家コース
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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。

　江戸深川で、医師である父の仕事を手伝うおいち
は、この世に思いを残して死んでいった人の姿が
見える。この力を誰かのために生かしたいと願うお
いちの夢に、助けを求める女が現れ…。『文蔵』連
載「当世侠娘物語」を単行本化。



Ｇｏｏｇｌｅの全貌 日経コンピュータ 大門　則亮
ず・ぼん15
新しい絵本１０００　２００１－２００９年版 「この本読んで！」編集部 奄美の「借金解決」係長 禧久　孝一
西洋挿絵見聞録 気谷　誠 悪質商法の手口と実践的解決法ケース別８４ 大門　則亮
豆本づくりのいろは 赤井　都
日露戦争と新聞 片山　慶隆
天孫降臨の夢 大山　誠一 肺がんがわかる本 浅村　尚生
心の雨の日の過ごし方 岩井　俊憲 すぐ役に立つ介護食の知識　献立・栄養・介助 代居　真知子
夢が勝手にかなう脳 苫米地　英人 脳卒中サバイバル 東山　あかね
神と仏の古代史 上田　正昭 死なないで！殺さないで！生きよう認知症の人と家族の会

もう、怒らない 小池　竜之介
興亡の世界史 青柳　正規
人物でよくわかる「坂の上の雲」 日本の歴史を探り直す会

『坂の上の雲』と日露戦争 正倉院美術館ザ・ベストコレクション 米田　雄介
図説ソウルの歴史 砂本　文彦 無欲越え 大川　公一
あの人の最期のことば１００ 秋庭　道博 ダヤンのたからモノがたり 池田　あきこ
鳩山一族その金脈と血脈 佐野　真一 マスキングテープ活用帖

柳宗悦を支えて 小池　静子
野球は人生そのものだ 長嶋　茂雄

細胞寿命を乗り越える 帯刀　益夫 自転車ぎこぎこ 伊藤　礼
奇跡の湯玉川温泉の整体師 小川　哲男 ソウル 大田垣　晴子
新型インフルエンザ本当の姿 河岡　義裕
子育てハッピーアドバイスもっと知りたい小児科の巻2 吉崎　達郎
新・がん５０人の勇気 柳田　邦男 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝21・22 プロジェクト新・偉人伝
病気と健康の世界地図 Ｄｉａｒｍｕｉｄ　Ｏ’Ｄｏｎｏｖａｎ ＨＩＶ／エイズとともに生きる子どもたちケニア 山本　敏晴
読むサプリ 丸山　寛之 ＮＨＫ伝える極意2 ＮＨＫ「伝える極意」制作班

ドイツ流美的シンプル生活（ライフ）のすすめ 沖　幸子 イギリスのごはん 銀城　康子
あおきみさんの妙に役立つ日々の知恵１４７コ 青木　美詠子 動物たちのいのちの物語 増井　光子
ＤＩＹ素材＆道具百科 野生動物のお医者さん 斉藤　慶輔
基本の日曜大工 人のからだ
日々の暮らしに刺し子の小物 金沢　京子 知ろう！防ごう！インフルエンザ3 田代　真人
横森理香の４０代からの魅力学 横森　理香 のりもののしくみ見学3 クリス・オックスレイド
くいいじ上・下 安野　モヨコ 大豆の大研究 加藤　昇
串もの 太田　静栄 クララ、いっしょに走ろう 今西　乃子
奥薗流超ムダなし！食べきりレシピ 奥薗　寿子 クリスマス・正月の工作図鑑 岩藤　しおい
帝国ホテルの料理の流儀 田中　健一郎 Ｑ＆Ａ日本の武道事典2 ベースボール・マガジン社

５００ピザ＆フラットブレッドのレシピ集 レベッカ・ボーニエ パパはじどうしゃだった 角野　栄子
子どもが喜ぶ！ハッピー・イベントクッキング 葛　恵子 クルミ森のおはなし2 末吉　暁子
かえる食堂のお弁当 松本　朱希子 霧の森となぞの声 岡田　淳
洋食器 ＮＨＫ「美の壷」制作班 チームひとり 吉野　万理子
おとなごはんと一緒に作るこどもごはん フルタニ　マサエ ほらふきじゅうたん デイヴィッド・ルーカス

千年ギツネ 干　宝
ビーザスといたずらラモーナ ベバリイ・クリアリー

おばけとモモちゃん 松谷　みよ子 しょうぼうしょは大いそがし ハネス・ヒュットナー
英雄 アンナ・Ｈ．セレンザ みんながそろう日 ヨーケ・ファン・レーウェン

アンパンマンとみるくぼうや やなせ　たかし
エルマーのとくべつな日 デビッド・マッキー
さかさことばのえほん 小野　恭靖 平和をつくった世界の２０人 ケン・ベラー
ようせいアリス デイビッド・シャノン リハビリにかかわる仕事
かわうそ３きょうだい あべ　弘士 ライトノベル最強！ブックガイド 榎本　秋
ぼくもだっこ 西条　剛央 わたしが正義について語るなら やなせ　たかし
ふたつの花 いもと　ようこ 未来をつくる君たちへ 立花　隆
富士山にのぼる 石川　直樹 日本と世界のしくみがわかる！よのなかマップ 日能研
ふゆのようせいジャック・フロスト カズノ・コハラ もしも学校に行けたら 後藤　健二
かあさんをまつふゆ ジャクリーン・ウッドソン 動物たちのいのちの物語 増井　光子
かかしのじいさん 深山　さくら シャボン玉同盟 梨屋　アリエ
もぐらくんとクリスマス ハナ・ドスコチロヴァー すぺるむ・さぴえんすの冒険 小松　左京

すぐに役立つ老後を安心して暮らすための
暮らしの法律知識とトラブル相談マニュアル
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