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スパイクス あさの　あつこ ヴァレンタインズ オラフ・オラフソン
シロターノフの帰郷 池内　紀 アニマルズ・ピープル インドラ・シンハ
誰でもよかった 五十嵐　貴久 飢えのリトルネロ ル・クレジオ
グロウブ号の冒険 井上　ひさし ドレの絵で読むドン・キホーテ ミゲル・デ・セルバンテス

黄金幻魚 三浦　明博
天魔ゆく空 真保　裕一
ナマコ 椎名　誠
心はあなたのもとに 村上　竜 中国は、いま 国分　良成
蒼い猟犬 堂場　瞬一 メディアと日本人 橋元　良明
鬼畜の宴 さいとう　たかを 魯迅 藤井　省三
火鍛冶の娘 広嶋　玲子 医の未来 矢崎　義雄
花物語 西尾　維新 百鬼斬り 風野　真知雄
箱庭図書館 乙一 砂のお城の王女たち 赤川　次郎
伊庭八郎凍土に奔る 秋山　香乃 傷ある翼 円地　文子
すぎゆくアダモ 辻　まこと 犬侍の嫁 早見　俊
夢の国 美達　大和 倖せの一膳 倉阪　鬼一郎
謀略海峡 水木　楊 奸闘の緒 上田　秀人
オールマイティ 本城　雅人 わかれ道 笠岡　治次
県庁おもてなし課 有川　浩 大江戸からくり推理帖 楠木　誠一郎
ジェノサイド 高野　和明 二流小説家 デイヴィッド・ゴードン

翼に息吹を 熊谷　達也 黄昏に眠る秋 ヨハン・テオリン
豆腐小僧双六道中おやすみ 京極　夏彦
華鬼 梨沙
ワーカーズ・ダイジェスト 津村　記久子
六条御息所源氏がたり2 林　真理子 中国人は本当にそんなに日本人が嫌いなのか 加藤　嘉一
信長の影 岡田　秀文 いまアメリカで起きている本当のこと 日高　義樹
ハタラクオトメ 桂　望実 ふるさと再生 坪田　知己
おひさま上 岡田　惠和 「韓国併合」１００年を問う 国立歴史民俗博物館

エースの系譜 岩崎　夏海 他者の苦しみへの責任 Ａ．クラインマン
あなたがいる場所 沢木　耕太郎 キャラクター精神分析 斎藤　環
空也上人がいた 山田　太一 老いも孤独も踏み越えて 吉永　みち子
花物語 西尾　維新 サンデル教授の対話術 マイケル・サンデル

いねむり先生 伊集院　静 頭のよい子の家にある「もの」 四十万　靖

焼肉の誕生 佐々木　道雄

結婚はあなたのゴールではない 石田　衣良
道楽人生東奔西走 嵐山　光三郎
大人の流儀 伊集院　静 古代因幡の豪族と采女 石田　敏紀
よなかの散歩 角田　光代 先生、キジがヤギに縄張り宣言しています！ 小林　朋道
東京随筆 赤瀬川　原平 里海と弓浜半島の暮らし 鳥取県立公文書館
突然、僕は殺人犯にされた スマイリーキクチ １９歳の甲子園 長島　康夫
北朝鮮抑留記 杉嶋　岑 ゲゲゲの女房と品格の母が語る知足安分 武良　布枝

　　　　

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

あたらしく入った本

4/1～4/25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



ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ　２０１０全機能Ｂｉｂｌｅ ユニゾン とんでもなく役に立つ数学 西成　活裕
パソコンで困ったときに開く本Ｏｆｆｉｃｅ　２０１０ ニッポンのヘンな虫たち 日本昆虫協会
図書館は、国境をこえる シャンティ国際ボランティア会 リーリーとシンシン 中国パンダ保護研究センター

絵本で世界を旅しよう 久保　良道 パナマ運河百年の攻防 山本　厚子
出版大崩壊 山田　順 中心市街地活性化のツボ 長坂　泰之
おかえり。５ねんぶりの生協の白石さん 白石　昌則 よみがえれ！老朽家屋 井形　慶子
〈麻薬〉のすべて 船山　信次 はやぶさの軌跡 ＮＨＫはやぶさ取材班

花びらは散る花は散らない 竹内　整一 隠される原子力・核の真実 小出　裕章
老いへの不安 春日　武彦 自動車革命 ＮＨＫ取材班
武士道 新渡戸　稲造 はじめてのホームページＨＴＭＬ５入門 荒石　正二
稼ぐ人はなぜ、長財布を使うのか？ 亀田　潤一郎 美欲 シルク
朝鮮通信使の足跡 仲尾　宏 包丁の基本 主婦の友社
櫟翁稗説 李　斉賢 ゲゲゲの食卓 武良　布枝
双方の視点から描くパレスチナ／イスラエル紛争史 ダン・コンシャーボク 恋野菜れしぴ 長野県栄養士会
図説魔女狩り 黒川　正剛 旦那さん弁当 越智　千恵子
名前とは何か　なぜ羽柴筑前守は筑前と関係がないのか 小谷野　敦 こどもとごはん１２か月 近藤　理恵
明治宮殿のさんざめき 米窪　明美 昭和天皇のごはん 谷部　金次郎
「昭和」を生きた台湾青年 王　育徳 はじめての漬け物と梅干し 石沢　清美
徳川秀忠 福田　千鶴 まずは靴をそろえなさい 小松　易

ミルキーママの自分でできるおっぱい山川　不二子

ＴＰＰ問題と日本農業 服部　信司
はじめてのハーブ 佐々木　薫
組長をカタギに変えた犬 玉那覇　葉音 ネットで生保を売ろう！ 岩瀬　大輔
開運ご神木めぐり 稲葉　朋子 Ｑ＆Ａ税務調査の心得１００ 山本　清次
おゆとりさま消費 牛窪　恵 電話の受け方・かけ方 吉川　理恵子
ＴＰＰ亡国論 中野　剛志 起業家・ベンチャー企業支援の実務 日本公認会計士協会東京会

古道 森田　敏隆 わたしがあぐりびとになるまで いいだ　かなこ
斎藤佑樹脳内力 張本　勲 ファッション界就職読本
野村重存のはがきスケッチ 野村　重存 儲かるツイッターマーケティングの秘訣 佐藤　和明
ＭＯＥ絵本教室 ＭＯＥ編集部 繁盛店をつくる立地選び 崎元　則也
残したい日本語 森　朝男 特許から見た産業発展史 特許庁
この字なんの字不思議な漢字 馬場　雄二 創業事例集NO.20 国民生活金融公庫

日経会社情報２０１１－２春号

朗朗介護 米沢　富美子
近代日本のハンセン病問題と地域社会 広川　和花
家族をうつから救う本 最上　悠 世界一敷居が低い最新医学教室 瀬名　秀明
介護に使えるワンポイント医学知識 白井　孝子 〈意味順〉英作文のすすめ 田地野　彰
よくわかる心臓弁膜症 加瀬川　均 樹木ハカセになろう 石井　誠治

はとの神様 関口　尚
バカとテストと召喚獣 9 井上　堅二
きみ、ひとりじゃない デボラ・エリス

職場のギモン４８ 開本　英幸 新妖界ナビ・ルナ 4 池田　美代子
ストーカー・ＤＶ被害にあっていませんか？ 馬場・沢田法律事務所

なるほど図解消費者法のしくみ 草道　倫武

ふくろうはかせのものまねそう 東野　りえ
きつね、きつね、きつねがとおる 伊藤　遊

つのかくし 高田　桂子 うっとりはなにみとれたら 内田　麟太郎
浅田真央さらなる高みへ 吉田　順 おばあちゃんのこもりうた 西本　鶏介
あなたが名前をつける本 経済産業省  特許省 ゆうきをだして！ くすのき　しげのり
羽生善治のやさしいこども将棋入門 羽生　善治 やぎのしずかのたいへんなたいへんないちにち 田島　征三
捨て犬・未来と子犬のマーチ 今西　乃子 南の島で 石津　ちひろ
アルフレートの時計台 斉藤　洋 「けんぽう」のおはなし 井上　ひさし
ゴールデン・バスケットホテル ルドウィッヒ・ベーメルマンス ねこがおどる日 八木田　宜子
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