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CD
月の街山の街 イ　チョルファン
ジャック・ロンドン多人種もの傑作短篇選 ジャック・ロンドン
お呼びだ、ジーヴス Ｐ．Ｇ．ウッドハウス
ペロー童話集 シャルル・ペロー

横浜唐人お吉異聞 山崎　洋子 平行植物 レオ・レオーニ
寒中の花 浮穴　みみ
まことの人々 大森兄弟
夢で逢いましょう 藤田　宜永
思い出をなくした男 鏑木　蓮 村上春樹雑文集 村上　春樹
ピエタ 大島　真寿美 佐野洋子対談集人生のきほん 佐野　洋子
美紗姫物語 志村　ふくみ ほどのよい快適生活術 岸本　葉子
永遠 小手鞠　るい 亜米利加ニモ負ケズ アーサー・ビナード
風景 瀬戸内　寂聴 江戸っ子の倅 池部　良
ポリス猫ＤＣの事件簿 若竹　七海
あんでらすの鐘 沢田　ふじ子
苦役列車 西村　賢太
きことわ 朝吹　真理子 十津川警部赤と白のメロディ 西村　京太郎
六月の輝き 乾　ルカ 東海道五十三次殺人事件 風野　真知雄
カルテット3 大沢　在昌 高尾山魔界の彷徨 梓　林太郎
胸さわぎのクルーズ 矢口　敦子 血に非ず 佐伯　泰英
告発の虚塔 江上　剛 月夜行 辻堂　魁
ＫＩＲＩＣＯ＠シブヤ 牧村　一人 月下の蛇 浅黄　斑
あんでらすの鐘 沢田　ふじ子 死闘 佐伯　泰英
安土城の幽霊 加藤　広 魔女たちの長い眠り 赤川　次郎
葦舟、飛んだ 津島　佑子 黒帯 飯田　譲治
煬帝上・下 塚本　青史 空城騒然 幡　大介
トモスイ 高樹　のぶ子 釣り仙人 井川　香四郎
雪の練習生 多和田　葉子 鬼剣 鳥羽　亮
四畳半王国見聞録 森見　登美彦
暴走ボーソー大学 山之口　洋
白き失踪者 末浦　広海
散り残る 田牧　大和 二十歳（はたち）の君へ 東京大学立花隆ゼミ

中国「反日」の源流 岡本　隆司

トルストイの日露戦争論 レフ・トルストイ
男の離婚 露木　幸彦 明日、夫が逮捕されちゃう！？ シバキヨ
労働・社会保険の手続マニュアル 川端　重夫 職場のメンタルヘルス実践ガイド 佐藤　隆
労働関係はじめてものがたり×５０ 久谷　与四郎 世界通貨戦争後の支配者たち 原田　武夫

年金１年生 菅野　美和子
共用品という思想 後藤　芳一

島根県の山 長野　至 「かくれんぼ」ができない子どもたち 杉本　厚夫
山陰の名所旧跡 勝　友彦 モンテッソーリの子育て 〈月刊クーヨン〉編集部

農と食　島根新産業風土記 関　満博 イラスト版ＬＤのともだちを理解する本 上野　一彦

　　　　

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

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

法情報棚法情報棚法情報棚法情報棚のののの本本本本

あたらしく入った本

2/1～2/25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。

郷土郷土郷土郷土のののの本本本本

浅田次郎、藤沢周平他の小説、
吉川英治「宮本武蔵」・・・朗読CD
が多数入りました！ご利用下さい



ＰＤＦ＆Ａｃｒｏｂａｔ　Ⅹ活用術 福田　良一 ＴＰＰ反対の大義 農山漁村文化協会
図書館利用者と知的自由 川崎　良孝 ＬＥＤ植物工場 高辻　正基
学校ブックトーク入門 高桑　弥須子 地方都市中心市街地の再生 衣川　恵
デザイン＆レイアウトの見本帳 オブスキュアインク 広重の富士 赤坂　治績
いざというときの手続きハンドブック ＰＨＰ研究所 色えんぴつでかわいい動物 秋草　愛
クジラは海の資源か神獣か 石川　創 スクラップブックアイデア帖 平田　美咲
財界の正体 川北　隆雄 サヨナラ、民芸。こんにちは、民芸。 里文出版
天才が語る ダニエル・タメット 即効！囲碁総合力アップへの３０章 囲碁編集部
こころのウイルス ドナルド・ロフランド もう一度見たい！伝説の名勝負 ＮＨＫ出版
宇宙のニューバイブレーション 中丸　薫 あたらしいみかんのむきかた 岡田　好弘
あまから人生相談 マツコ・デラックス 日本人の日本語知らず。 清水　由美
悩みも苦しみもメッタ斬り！ 美輪　明宏
サイパンの戦い 近現代史編纂会
あの戦争と日本人 半藤　一利
大国主対物部氏 藤井　耕一郎 再発・転移性乳がんを生きるための１００の質問 リリー・ショックニー
古代の都はどうつくられたか 吉田　歓 医師と料理家がすすめる糖尿病レシピ 有元　葉子
スターリンから金日成へ アンドレイ・ランコフ ガンと生きる４つの法則 安保　徹
図説プラハ 片野　優 お母さんのためのワクチン接種ガイド 薗部　友良
渋沢栄一 1 鹿島　茂 コレステロール・中性脂肪対策の食事術 津下　一代

公務員試験オールガイド 資格試験研究会
不可能、不確定、不完全 ジェイムズ・Ｄ．スタイン 行政書士をめざす人の本 泉　恵理子
化石図鑑 中島　礼 税理士をめざす人の本 朝居　稔
道ばたに咲く かわしま　よう子 漫画飲食店繁盛のための分煙術 杉浦　要之介
図解新エネルギー早わかり 早稲田　聡 図解ドラッカー入門 森岡　謙仁
「はやぶさ」からの贈り物 朝日新聞取材班 転職の青本 小松　俊明
身近な電線のはなし 電線総合技術センター 資格・スキルランキング
フェイスブック若き天才の野望 デビッド・カークパトリック 逆転内定赤 内田　雅章
はじめてのｉＰａｄ　３Ｇ／Ｗｉ‐Ｆｉ 小原　裕太 逆転内定青 内田　雅章
３３人チリ落盤事故の奇跡と真実 マヌエル・ピノ・トロ 最新産廃処理の基本と仕組みがよ～くわかる本 尾上　雅典
食の安心とマクロビオティック 山田　次郎 世界一わかりやすい介護 イノウ
はじめてのこぎん刺し 鎌田　久子 はじめてのネットショップ開店・運営のコレだけ！技 小宮山　真吾
男の子の通園＆通学グッズ 赤峰　清香 授業で使える働く前に知っておきたい基礎知識 あったかサポート
女子栄養大学のカフェテリア 小笠原　章子 言いたいことが確実に伝わるメールの書き方 小田　順子
ディズニーのおやつＣＯＯＫ　ＢＯＯＫ ディズニーファン編集部

アレルギーでも食べられるしあわせケーキ 柴田書店
老前整理 坂岡　洋子
ぷにぷに 細川　貂々 漢字のサーカス 馬場　雄二

１７歳からのドラッカー 中野　明
ラストラン 角野　栄子
白い月の丘で 浜野　京子

人はなぜだまされるのだろう？ 安斎　育郎 東南アジアを学ぼう 柿崎　一郎
水と人びとの健康 橋本　淳司 からだ上手こころ上手 斎藤　孝
呪いのまぼろし美容院 斉藤　洋 ドーン・ロシェルの季節 ローレイン・マクダニエル

おばけのアッチほっぺたぺろりん 角野　栄子
スクナビコナのがまんくらべ 岡崎　ひでたか
おばけのバケロンおばけがっこうへいこう！ もとした　いづみ
ドラゴンはキャプテン 茂市　久美子 みんなすてき！ レオ・ティマース
さらば、シッコザウルス 服部　千春 ききゅうにのったこねこ マーガレット・ワイズ・ブラウン

理科室の日曜日 村上　しいこ コルチャック先生 トメク・ボガツキ
かんたんせんせいとバク 斉藤　洋 スティーヴィーのこいぬ マイラ・ベリー・ブラウン

たたらをふむ女神カナヤゴ 山口　節子 あいうえおおきなだいふくだ たるいし　まこ
めいたんていポアロン 三田村　信行 うずらのうーちゃんの話 かつや　かおり
黒魔女さんが通る！！part13 石崎　洋司 みてよぴかぴかランドセル あまん　きみこ
木いちごの王さま サカリアス・トペリウス しんとしずかな、ほん デボラ・アンダーウッド

とらわれのフェルダ オンドジェイ・セコラ ダメ！ くすのき　しげのり
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