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南海の翼 天野　純希 夜は終わらない ジョージ・ペレケーノス
下町ロケット 池井戸　潤 暁に立つ ロバート・Ｂ．パーカー
そうはいかない 佐野　洋子 リトル・シスター レイモンド・チャンドラー
３３３のテッペン 佐藤　友哉 口語訳即興詩人 アンデルセン
どんぐり姉妹 よしもと　ばなな ブーベ氏の埋葬 ジョルジュ・シムノン
折れた竜骨 米沢　穂信
最初の哲学者 柳　広司
ねむり 村上　春樹
ネバーランド 藤野　千夜 聡明な女たちへ 桐島　洋子
ＫＡＧＥＲＯＵ 斎藤　智裕 星のあひびき 丸谷　才一
エチュード 今野　敏 時代の果実 黒井　千次
Ｙ氏の妄想録 梁　石日 いまなんつった？ 宮藤　官九郎
嫌な女 桂　望実 奇縁まんだら　続の２ 瀬戸内　寂聴
史記4 北方　謙三
白虹 大倉　崇裕
モルフェウスの領域 海堂　尊
祝福 長嶋　有 江の生涯 福田　千鶴
エルニーニョ 中島　京子 本は、これから 池沢　夏樹
風のマジム 原田　マハ 戦国武将の手紙を読む 小和田　哲男
烙印 天野　節子 睡眠の科学 桜井　武
廃院のミカエル 篠田　節子 セカンドバージン 大石　静
迷子石 梶　よう子 上野駅１３番線ホーム 西村　京太郎
陽だまり幻想曲 楊　逸 木戸の口封じ 喜安　幸夫
ＰＲＩＤＥ 石田　衣良 黒船攻め 稲葉　稔
ベッドの下のＮＡＤＡ 井上　荒野 翁弁当 池端　洋介
お順　上・下 諸田　玲子 契り杯 井川　香四郎
アンダスタンド・メイビー上・下 島本　理生 きょうも上天気 フィリップ・Ｋ．ディック ほか

飛水 高樹　のぶ子 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー
司馬遼太郎全作品大事典 新人物往来社
茨木のり子の家 茨木　のり子
林芙美子女のひとり旅 林　芙美子
物語日本推理小説史 郷原　宏 日本の論点2011 文芸春秋

この母ありて 木村　隆
よくわかる省庁のしくみ 林　雄介
こんな沖縄に誰がした 大田　昌秀
「捏造」する検察 井上　薫
ヨーロッパ超富豪権力者図鑑 中田　安彦
ゼロからはじめる社会起業 炭谷　俊樹

弁護士に依頼する前に読む本 山崎　武也 キャラクター文化入門 暮沢　剛巳
デートＤＶと恋愛 伊田　広行 べてるの家の先駆者たち 大沢　栄
トラブル回避！中・高生のための法律ガイドブック 喜成　清重 太陽ママと北風ママ あき　びんご
熟年離婚の相談室 岡野　あつこ 日本海海戦悲劇への航海上・下 コンスタンティン・プレシャコフ
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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。



奇跡の生還を科学する ジェフ・ワイズ 芸術闘争論 村上　隆
図解手相の事典 沢井　民三 花の本 山内　浩史
がんばらない仕事術 伊庭　正康 すぐわかる産地別やきものの見わけ方 佐々木　秀憲
日本のまつろわぬ神々 新人物往来社 調律師、至高の音をつくる 高木　裕
立松和平仏教対談集 立松　和平 赤毛のなっちゅん 内藤　啓子
時代考証学ことはじめ 大石　学 映画・映像ビジネスまるわかりガイド2012 キネマ旬報映画総合研究所

僧兵＝祈りと暴力の力 衣川　仁 羽生善治の思考 羽生　善治
絵で見る明治の東京 穂積　和夫 「お笑い」日本語革命 松本　修
図説写真で見る満州全史 平塚　柾緒 天声人語2010秋 朝日新聞論説委員室
インド・から 水島　司
ヒトラー第四帝国の野望 シドニー・Ｄ．カークパトリック

〈図説〉アメリカ先住民戦いの歴史 クリス・マクナブ
脳がよろこぶ話 茂木　健一郎 こうして治す片頭痛 寺本　純
評伝広瀬武夫 安本　寿久 健康診断で中性脂肪値が高めの人が読む本 宮崎　滋
お江 小和田　哲男 つらいアレルギーが治る本 対馬　ルリ子
空白の五マイル 角幡　唯介 スーパー図解めまい・耳鳴り 神尾　友信

手をつなぐ認知症介護 立花　美江

やさしくわかる数学のはなし７７ 岡部　恒治 日本経済が手にとるようにわかる本 小宮　一慶

ワンダフル・プラネット！ 野口　聡一／ツィート＆メッセージ 図解ここまでわかる「ドラッカー理論」 前川　孝雄
わたしの病気は何ですか？ 近藤　武史 まるわかり労務コンプライアンス みらいコンサルティング

女子大生マイの特許ファイル 稲森　謙太郎 転職四季報2011年版 東洋経済新報社
土木遺産3 建設コンサルタンツ協会 みん就データブック2012
トイレの科学 中井　多喜雄 面接の達人2012-1,2 中谷　彰宏
図解よくわかる航空管制 園山　耕司 医療事務職をめざす本2010 成美堂出版編集部
知っておくべき家電製品事故５０選 中尾　政之 インターネットに就職しよう！ 守屋　信一郎
できるホームページ・ビルダー１５ 広野　忠敏 宅建資格を取るまえに読む本2011年版 飯田　道子
種まきびとのものつくり 早川　ユミ 人を集める技術！ 内藤　孝宏
たまごの本 松田　美智子／著
浜内千波のだしのいらない「うま味」レシピ 浜内　千波
体脂肪計タニタの社員食堂　続 タニタ
断捨離で日々是ごきげんに生きる知恵 やました　ひでこ
離乳食全百科 小池　澄子 あぁ、そうなんだ！魚講座 亀井　まさのり
かんたん！手づくり猫ごはん 須崎　恭彦 風をつかまえた少年 ウィリアム・カムクワンバ

帝国ホテルの不思議 村松　友視 聖夜 佐藤　多佳子
海を越える日本文学 張　競
落語の聴き方楽しみ方 松本　尚久
よくわかる気象・環境と生物のしくみ 国立天文台
わたしが探究について語るなら 西沢　潤一
盲導犬になれなかったスキッパー 藤崎　順子
ジャミーラの青いスカーフ ルクサナ・カーン

いちばん！の図鑑 今泉　忠明／〔ほか〕 井戸の中の虎 上・下 フィリップ・プルマン
びっくり！！トリックアート1 竹内　竜人
水と環境問題 橋本　淳司
小さくても大きな日本の会社力3 坂本　光司
しめかざり 森　須磨子 わたしはいまとてもしあわせです 大住　力
形と曲面のひみつ 瀬山　士郎 ツチオーネのおんがえし もりた　かず
わたしの恋人 藤野　恵美 トリゴラスの逆襲 長谷川　集平
ひゅーどろどろかべにゅうどう 角野　栄子 どうして十二支にネコ年はないの？ ドリス・オーゲル
ドラゴンはキャプテン 茂市　久美子 ふくびき くすのき　しげのり
青い一角（つの）の少年 西沢　杏子 サーカスのしろいうま 石津　ちひろ
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記37 なすだ　みのる お正月さんありがとう 内田　麟太郎
風の少年ムーン ワット・キー はやおきふっくらパンやさん 山本　省三
ふしぎの国の誘拐事件 メアリー・ポープ・オズボーン あかちゃんがやってくる ジョン・バーニンガム
あべこべものがたり 光吉　夏弥 ふゆねこ かんの　ゆうこ
ジジのエジプト旅行 ラッシェル・オスファテール かわうそ３きょうだいのふゆのあさ あべ　弘士
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