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救命拒否 鏑木　蓮 煙の樹 デニス・ジョンソン
虚ろ舟 宇江佐　真理 秘密 Ｐ．Ｄ．ジェイムズ
ダウンタウン 小路　幸也 ベヴァリー・クラブ ピーター・アントニイ
マイルド生活スーパーライト 丹下　健太 最終定理 アーサー・Ｃ．クラーク
十三人の刺客 池宮　彰一郎 グリーンワールド　上・下 ドゥーガル・ディクソン
魔物が棲む町 佐藤　雅美 ボート ナム・リー
波枕 鳥越　碧
感染広告 三浦　明博
マイルド生活スーパーライト 丹下　健太 アイム・ファイン！ 浅田　次郎
潮風に流れる歌 関口　尚 言葉ふる森 山と渓谷社
寂滅の剣 北方　謙三 いいかげんな青い空 椎名　誠
スターバト・マーテル 篠田　節子 バンクーバーに恋をする 桐島　洋子
セシルのもくろみ 唯川　恵
ボクハ・ココニ・イマス 梶尾　真治
Ｎのために 湊　かなえ 孫の力 島　泰三
挑発 笹本　稜平 鳥羽伏見の戦い 野口　武彦
身命を惜しまず 津本　陽 図解・電車のメカニズム 宮本　昌幸
新・雨月　上・下 船戸　与一 スカーペッタ　上・下 パトリシア・コーンウェル

シーツとシーツのあいだ 小手鞠　るい 夢であいましょう 赤川　次郎
僕の明日を照らして 瀬尾　まいこ 山岳鉄道殺人連鎖 梓　林太郎
桐島、部活やめるってよ 朝井　リョウ 富士急行の女性客 西村　京太郎
きみ去りしのち 重松　清 密命 藤原　緋沙子
象牙色の賢者 佐藤　賢一
竜の涙 柴田　よしき

公正証書活用のしかたと作成の手引き 千賀　修一
すぐに役立つ会社と上手に渡り合う！労使ト
ラブルの実践的解決法ケース別８３ 千葉　博

オーストラリアを知るための５８章 越智　道雄
作家と新聞記者の対話 高村　薫 公務員試験オールガイド　２０１１資格試験研究会
民主党政権は何をなすべきか 山口　二郎 経営の教科書 新　将命
政権交代、さあ次は世襲政治家交代！ ほんの木 税理士をめざす人の本　’１０年版 コンデックス情報研究所

入門・人種差別撤廃条約 村上　正直 仕事が１０倍速くなる事務効率アップ術 オダギリ　展子
日本の公文書 松岡　資明 仕事燃費を３倍アップする！ 斎藤　孝
Ｑ＆Ａ解説定住自立圏構想ハンドブック 定住自立圏構想実務研究会 〈就活〉廃止論 佐藤　孝治
国際関係史 有賀　貞 農業はじめてＢＯＯＫ 淵野　雄二郎
インターネットと法 高橋　和之 これですっきり！ビジネスメールのトラブル解消 平野　友朗
Ｑ＆Ａ取引先の倒産対応マニュアル 阿部　信一郎 「お店の数字」がわかる本 河野　英俊
被害者のこころ加害者のこころ 藤原　正範
集団人間破壊の時代 サマンサ・パワー
子供が勉強にハマる脳の作り方 篠原　菊紀 介護をはじめる 因　利恵
公的助成金活用ガイド 南波　卓 逸見晴恵が訊くがんを生き抜くための指南書 逸見　晴恵
医療保険は入ってはいけない！ 内藤　真弓 いつの日にか帰らん 加賀田一

　　　　

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

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

法情報棚法情報棚法情報棚法情報棚のののの本本本本

健康情報健康情報健康情報健康情報のののの本本本本

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。



はじめてのＰｈｏｔｏｓｈｏｐ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　８ ゆうき　たかし ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘 水木　悦子
新図書館法と現代の図書館 塩見　昇 病院ライブで童謡・唱歌 井上　尭之
戦場からスクープ！ マーティン・フレッチャー お伽噺桜 大沼　英樹
子どもの共感力を育む 柴内　裕子 日本のわらべうた 尾原　昭夫
事象そのものへ！ 池田　晶子 花供養 白洲　正子
日本思想という病 中島　岳志 高峰秀子の流儀 斎藤　明美
漱石の『猫』とニーチェ 杉田　弘子 大人のガンダム　２０１０年版 日経エンタテインメント！

くらべない幸せ 香山　リカ ｂｅ　ＳＯＵＬ 高橋　大輔
日野原重明の「こころ」と「からだ」の相談室 日野原　重明 勝利は１０％から積み上げる 張　栩
世界の地獄と極楽がわかる本 田中　治郎 浅田真央奇跡の軌跡 ジャパンスポーツ
靖国神社の祭神たち 秦　郁彦 ニッポンの美しい自然と「四字熟語」 環境デザイン研究所
良寛のことば　こころと書 立松　和平 世界遺産年報　Ｎｏ．１５（２０１０日本ユネスコ協会連盟

平城京 千田　稔
徹底討論沖縄の未来 大田　昌秀
韓国近現代史 池　明観
同時代史としてのベトナム戦争 吉沢　南
捏造されたヒーロー、遠山金四郎 棚橋　正博

サはサイエンスのサ 鹿野　司
数学力は国語力 斎藤　孝
益川さん、むじな沢で物理を語り合う 益川　敏英 現代用語の基礎知識学習版２０１０現代用語検定協会
図説月の文化史　上・下 ジュールズ・キャシュフォード 昭和のくらしがわかる事典 早川　典子
１４００ｋｃａｌレシピ７日間トレーニング 藤原　美佐 幕末維新の人物事典 「幕末維新の人物事典」編集委員会

エネルギー問題！ 松井　賢一 竜馬の夢 小西　聖一
ここまで来たナノテクノロジー 吉田　典之 暴力はいけないことだと誰もがいうけれど 萱野　稔人
本格ゴム動力飛行機 奇跡のプレイボール 大社　充
それでも八ツ場ダムはつくってはいけない 宮原田　綾香 ＮＨＫ伝える極意3 ＮＨＫ「伝える極意」制作班

宇宙飛行士になった子どもたち 杉山　由美子 ６０の用語でわかる！福祉なるほど解説 高橋　利一
トコトンやさしい風力発電の本 牛山　泉 ポルトガルのごはん 銀城　康子
初歩からわかる新大陸のワイン入門 種本　祐子 日本の先住民族アイヌを知ろう！1 知里　むつみ
よくわかるアパレル業界 繊研新聞社編集局 だいたいいくつ？ ブルース・ゴールドストーン

パターンから裁断までの基礎の基礎 水野　佳子 どうぶつのからだ1・2 増井　光子
ほし☆みつきの旅するあみぐるみ ほし　みつき 海野和男のワクワクむしずかん7 海野　和男
ちいさなタッセル＆巻き玉工房 カナダ　恵子 モモの絵本 やまぐち　まさみ
ｓｔｉｌｌさんの圧力鍋ですぐにおいしいレシピ ｓｔｉｌｌ 駅で働く人たち 浅野　恵子
フライパンで一度にできる１０分弁当 阿部　剛子 虫の目で狙う奇跡の一枚 栗林　慧
ほどほど掃除のしかた 辰巳　渚 Ｗ杯（ワールドカップ）をたたかうボール 岩崎　竜一
男の介護 吉田　利康 金田一先生と学ぶ小学生のためのまんがことわざ大辞典 金田一　秀穂
山菜・木の実 水野　仲彦 魔天使マテリアル2～5 藤咲　あゆな
病害虫を防いで楽しいバラづくり 長井　雄治 ふたりでおかいもの いとう　ひろし

さくらの下のさくらのクラス 宮川　ひろ
せかいいちの名探偵 杉山　亮

仕立屋のニテチカさんが王さまになった話 コルネル・マクシンスキ ＮＥＷスパイダーウィック家の謎 第２巻 ホリー・ブラック
フェドーラばあさんおおよわり Ｋ．チュコフスキー かいじゅうたちのいるところ デイヴ・エガーズ
どれにしようかな つちだ　のぶこ
カミーユせんせいはまほうつかい！？ ジャック・デュケノワ
がんばったね、ちびくまくん エマ・チチェスター・クラーク ニュートリノの夢 小柴　昌俊
おどれ！ひなまつりじま 垣内　磯子 １５歳からの専修・各種学校ガイド　２０１１年度 晶文社学校案内編集部

四角いクラゲの子 今江　祥智 世界を、こんなふうに見てごらん 日高　敏隆
トマスと図書館のおねえさん パット・モーラ ヴィヴァーチェ　2 あさの　あつこ
けがをした恐竜 黒川　みつひろ かのこちゃんとマドレーヌ夫人 万城目　学
ひみつだから！ ジョン・バーニンガム １５歳の日本語上達法 金田一　秀穂
おじいさんのいえ 植垣　歩子 スコアブック　3 伊集院　静
クリストファーのしあわせないちにち バレリー・ゴルバチョフ きつね小僧 星　新一
きょうはとくべつなひ あらい　えつこ ウルフ谷の兄弟 デーナ・ブルッキンズ
２ほんの木 エリザベト・ブラミ はみだしインディアンのホントにシャーマン・アレクシー

ｂｅ　ＳＯＵＬ  /  高橋　大輔  著     祥伝社
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児童児童児童児童

絵本絵本絵本絵本

いつも何かが足りない。だから僕はスケートを続
けている－。
スケートを始めた幼い頃の思い出から、スケー
ター人生１５年での初ケガ、そして戦線への復
帰までを、フィギュアスケート界のエースが語
る。オフショットも多数掲載。


