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ドラゴン・ティアーズ 石田　衣良 ピラミッドロゼッタの鍵 ウィリアム・ディートリッヒ

外務省ハレンチ物語 佐藤　優 憎悪と和解の大江山 フランク・エバンス
女中譚 中島　京子 ミレニアム３〔上・下〕 スティーグ・ラーソン
おもひで屋 上杉　那郎
青春の柳宗悦 丸山　茂樹
ＨＡＣＨＩ約束の犬 白石　まみ ふたりの秘密 永　六輔
楊令伝10 北方　謙三 パリごはん 雨宮　塔子
天国の郵便ポスト 折原　みと たぬき先生のゲンコ 毛利　子来
幕末明治百物語 一柳　広孝 寝台急行「昭和」行 関川　夏央
小説手塚学校2 皆河　有伽 伊一六六潜水艦鎮魂の絆 鶴亀　彰
松本清張傑作選4,5 松本　清張 昭和二十年夏、僕は兵士だった 梯　久美子
祝福されない王国 岳本　野ばら 狼・さそり・大地の牙 福井　惇
悪党 薬丸　岳 六歳の見た戦争 榎本　好宏
楠の実が熟すまで 諸田　玲子
中学んとき 久保寺　健彦
あの子の考えることは変 本谷　有希子
ぼくが探偵だった夏 内田　康夫 民主党解剖 産経新聞政治部
ここに消えない会話がある 山崎　ナオコーラ わたしと人権Ｐａｒｔ２ 人権文化を育てる会
トーマの心臓 萩尾　望都 核のアメリカ 吉田　文彦
キルリアン 藤沢　周 海外勤務者の税務と社会保険・給与Ｑ＆Ａ 藤井　恵
ころころろ 畠中　恵 デリバティブ汚染 吉本　佳生
黄金の猿 鹿島田　真希 基本から学ぶ地方財政 小西　砂千夫
コイカツ 坂井　希久子 行け行け！わがまち調査隊 岡田　知弘
武士道エイティーン 誉田　哲也 再分配政策の政治経済学5 権丈　善一
スキマ猫 桜井　亜美 「夫婦別寝」の時代 森　綾

日本最初の盲導犬 葉上　太郎
近代教育をささえた教科書 印刷博物館
０・１・２才のふれあいパネルシアター せき　わかこ

和歌とは何か 渡部　泰明 大学の実力 読売新聞教育取材班
道楽三昧 小沢　昭一 妖怪を見た人びと 並木　伸一郎
マチュピチュ 高野　潤
無印ニッポン 堤　清二

ヨーロッパの中世美術 浅野　和生 ビジネスマンのためのＣＳＲハンドブック 経営倫理実践研究センター

「大日本帝国」崩壊 加藤　聖文 ザックリ会計力 西山　昌彦
金属材料の最前線 東北大学金属材料研究所 資格取り方・選び方オールガイド２０１１年版 日本文芸社
大人のための新オーディオ鑑賞術 たくき　よしみつ 日本型ワークシェアリングのしくみ 島田　隆司
侘助ノ白 佐伯　泰英 訪問介護事業・居宅介護支援事業成功の法則 荒井　信雄
カンナ 高田　崇史
闇狩り師 夢枕　獏
わが愛知床に消えた女 西村　京太郎 裁判員のための法律用語＆面白ゼミナール 船山　泰範
北アルプス白馬岳殺人連鎖 梓　林太郎 ５０代あなたの年金額がわかる！ふやせる！ 和田　雅彦
ももんじや 鳥羽　亮 年金相談標準ハンドブック 井村　丈夫

　　　　8888////1111～～～～8888////25252525までにまでにまでにまでに入入入入ったおもなったおもなったおもなったおもな本本本本のののの紹介紹介紹介紹介ですですですです。。。。ここにここにここにここに掲載掲載掲載掲載してないしてないしてないしてない本本本本ははははﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾟ゚゚゚----ｼｼｼｼﾞ゙゙゙からごからごからごからご覧覧覧覧になれますになれますになれますになれます。。。。
　　　　((((米子図書館米子図書館米子図書館米子図書館トップメニュートップメニュートップメニュートップメニュー内内内内のののの““““新着図書新着図書新着図書新着図書””””ををををクリッククリッククリッククリックででででアクセスアクセスアクセスアクセスできますできますできますできます。。。。))))
貸出中貸出中貸出中貸出中のののの本本本本にはにはにはには、、、、図書館図書館図書館図書館カウンターカウンターカウンターカウンター、、、、ホンダスホンダスホンダスホンダスくんくんくんくん、、、、米子市立図書館米子市立図書館米子市立図書館米子市立図書館ホームページホームページホームページホームページ、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話からからからから予約予約予約予約ができますができますができますができます。。。。わわわわ
からないからないからないからない事事事事がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、職員職員職員職員までおまでおまでおまでお尋尋尋尋ねくださいねくださいねくださいねください。。。。

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

文庫文庫文庫文庫・・・・新書新書新書新書

社会科学社会科学社会科学社会科学

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



自然界の秘められたデザイン イアン・スチュアート ガン免疫療法の最新治療がわかる本 有賀　淳
オンリーワン・ゲノム 鎌谷　直之 うつ病リワークプログラムのはじめ方 秋山　剛
身近な植物観察のポイント 浜島　繁隆 村上祥子のおうちでハッピー介護食 村上　祥子
樹液に集まる昆虫ハンドブック 森上　信夫 ターコイスブルー 降幡　賢一
ＤＣＣで楽しむ鉄道模型 松本　典久
パイロットにチャレンジ２００９－２０１０

最新金魚飼育大全 吉田　信行
Ｗｅｂデザイン・ルールズ 桧山　佐知子 マンガとミュージアムが出会うとき 表　智之
ドレープドレープ 佐藤　ヒサコ 小林かいちの魅力 山田　俊幸
奥薗寿子の読むレシピ2 奥薗　寿子 廃墟ディスカバリー2 小林　哲朗
たれ＆ソースレシピ１２５ ｍｏｇｍｏｇ 歌って、ヴァイオリンの詩2 千住　真理子
居心地の良いインテリアセオリー５０ 橘田　美幸 Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｊａｃｋｓｏｎ　１９５８～２００９ 『１週間』編集部
いい子に育つ！６０００回のおむつがえ 子育てを一から見直すプロジェクト スポーツをする人の勝利食 石川　三知
ケーススタディこの商店街に学べ！ 坂本光司研究室 サムライたちの凱歌 永谷　脩
世界の空港 ピーピーエス通信社 ビミョーな違いがわかるコトバ辞典 森田　良行
東京ディズニーリゾートホテルガイドブック2010 ディズニーファン編集部

ガンディー フィリップ・ウィルキンソン

ダーウィン アリス・Ｂ．マクギンティ

カペー朝 佐藤　賢一 月の大研究 県　秀彦
ストリートの思想 毛利　嘉孝 目で見る進化 ロバート・ウィンストン
手にとるように東洋思想がわかる本 島田　裕巳 ホネホネどうぶつえん 西沢　真樹子
脳は０．１秒で恋をする 茂木　健一郎 目で見る進化 ロバート・ウィンストン
田母神流ブレない生き方 田母神　俊雄 空をとぶ飛行機 高橋　慎一
天才たちの流儀 テリー伊藤 惣一じいちゃんの知っているかい？農業のこと 山下　惣一
瀬織津姫秘話 山水　治夫 金本知憲 金本　知憲
宗教聖典を乱読する 釈　徹宗 アンドルー・ラング世界童話集11 アンドルー・ラング
仏典をよむ 末木　文美士 かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう 原　ゆたか
四国八十八カ所つなぎ遍路 家田　荘子 こぶたのむぎわらぼうし 森山　京
ドキュメント太平洋戦争全史 亀井　宏 カレンダーはにちようび 寺村　輝夫
奈良貴族の時代史 森　公章 星くずのブラックドレス あんびる　やすこ
証言記録兵士たちの戦争3 ＮＨＫ「戦争証言」プロジェクト ゲゲゲの鬼太郎とオベベ沼の妖怪 水木　しげる
それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤　陽子 スコアブック1 伊集院　静
乙女の日本史 堀江　宏樹 ぶたのぶたじろうさん7 内田　麟太郎
総図解よくわかる日本史 『歴史読本』編集部 すごいぞプンナちゃん　あっちこっちでへびさがしのまき いとう　ひろし
未公開写真で初めてわかる大東亜戦争 モンゴルのむかし話 Ｃｈ．チメグバータル
シベリアに逝きし４６３００名を刻む 村山　常雄 デモナータ9幕 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ
ワシントンハイツ 秋尾　沙戸子 タラ・ダンカン６〔上・下〕 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン

新忘れられた日本人 佐野　真一 ウォーリアーズ2-3 エリン・ハンター／作
よくわかる！名字と家紋 武光　誠 パーシーと気むずかし屋のカウボーイ ウルフ・スタルク／著
釜山港物語 北出　明 ジェイクとふうせん

おばけのドラゴンたいじ ジャック・デュケノワ
あたし、ピーカンちゃん 大森　裕子
ペネロペのはるなつあきふゆ アン・グットマン
おつきみどろぼう ねぎし　れいこ
いとしの犬ハチ いもと　ようこ
マドレーヌとローマのねこたち ジョン・ベーメルマンス・マルシアーノ 政治のしくみがわかる本 山口　二郎
たまごにいちゃんぐみ(ビックブック) あきやま　ただし 部活魂！ 岩波書店編集部
ジェイクとふうせん 葉　祥明 １８歳のハローワーク １８歳のハローワーク制作プロジェクト

アンパンマンとたこやきまん やなせ　たかし ものがたり宗教史 浅野　典夫
がんばれ！ねずみのおてつだい あさの　ななみ キュートな数学名作問題集 小島　寛之
ミスター・ベンとおおきなえもの デビッド・マッキー 前略、離婚を決めました 綾屋　紗月
どうしてちがでるの？ ソ　ボヒョン ＮＯ．６＃８ あさの　あつこ
なんのいろ　あき ビーゲン・セン エルデスト1～4 クリストファー・パオリーニ

大きな大きな船 長谷川　集平 黒ねこの王子カーボネル バーバラ・スレイ
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児童児童児童児童

絵本絵本絵本絵本
木の枝に引っかかって動けなくなった、
黄色いふうせんを見つけたジェイク。
そっと助けてあげたあと、ジェイクとふ
うせんは仲良く遊びました。するとふう
せんが、お空のさんぽへ連れていって
くれて…。
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