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血戦 楡　周平 勇気の季節 ロバート・Ｂ．パーカー
自白 乃南　アサ さすらう者たち イーユン・リー
猿の詩集上・下 丸山　健二 ロスト・シンボル上・下 ダン・ブラウン
ガモウ戦記 西木　正明 パパ、ママ、あいしてる ブルック・デザリック
茜色の空 辻井　喬 釘食い男 アルベール・コーエン
身をつくし 田牧　大和 螺旋 サンティアーゴ・パハーレス

ｓｅｘ 石田　衣良
最後の卒業生 本田　有明
コトリトマラズ 栗田　有起 ももこのまんねん日記 さくら　ももこ
虚国 香納　諒一 老兵の消灯ラッパ 佐藤　愛子
地上で最も巨大な死骸 飯塚　朝美 空気は読まない 鎌田　実
麗しき花実 乙川　優三郎 逆境を生きる 城山　三郎
姜維伝 小前　亮
銀河に口笛 朱川　湊人
冥談 京極　夏彦 シナリオ無頼 中島　丈博
天空の陣風（はやて） 宮本　昌孝 平安朝の父と子 服藤　早苗
失恋延長戦 山本　幸久 画家小出楢重の肖像 岩阪　恵子
聳ゆるマスト 小栗　勉 現代アイヌ文学作品選 川村　湊
ケルベロス鋼鉄の猟犬 押井　守 死者の名を読み上げよ イアン・ランキン
行くのか武蔵 好村　兼一 王国その1～3 よしもと　ばなな
オリーブ 吉永　南央 楽園上・下 宮部　みゆき
愛しいひと 明野　照葉 火城 高橋　克彦
インディペンデンス・デイ 原田　マハ
メグル 乾　ルカ

コンパクト不動産税務ガイド 後藤　勇輝
年金アドバイザーが答える年金相談２６０ 原　令子

池上彰の親子で新聞を読む！ 池上　彰
保守新生 桜井　よしこ 公務員をめざす人の本’１１年版三木　邦裕
裸の総理たち３２人の正体 渡部　昇一 行政書士をめざす人の本’１０年版 泉　恵理子
奴隷制を生きた男たち ジェームズ・ウォルヴィン 日経新聞の「本当の読み方」がわかる本 小宮　一慶
地方という生き方 東国原　英夫 はじめての決算書１００問１００答 出口　秀樹
「感情」の地政学 ドミニク・モイジ わかる！経営のしくみ ダイヤモンド社
検証・狭山事件 伊吹　隼人 プロフェッショナル仕事の流儀２００８－２００９ ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班

働きすぎに斃れて 熊沢　誠 教員をめざす人の本’１１年版 八尾坂　修
沸騰都市 ＮＨＫスペシャル取材班 企業の知恵で農業革新に挑む！ 山下　一仁
人は愛するに足り、真心は信ずるに足る 中村　哲 ウチの子内定まだなんです 園田　雅江
かなりやの唄 坪居　寿美子
簡単たのしいエプロンでつくるポケットシアター 尾崎　富美子
北海道盲導犬物語 菅井　亜沙子 シングル介護 おち　とよこ
新ダウン症児のことばを育てる 池田　由紀江 わたしとあなたと、黒い犬 マシュー・ジョンストン
新・手話通訳がわかる本 石野　富志三郎 糖尿病の最新治療 鈴木　吉彦

　　　　

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

3/1～3/25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。



ツイッターノミクス タラ・ハント イラストでわかるやさしい野菜づくり 板木　利隆
すぐわかるＳＵＰＥＲ　Ｗｉｎｄｏｗｓ７　１０００技＋α アスキー・ドットＰＣ編集部 山野草  春 小山　征男
図書館を計画する 小川　俊彦 メダカの救急箱１００問１００答 小林　道信
本から引き出された本 マイケル・ディルダ イラストレーションキャラクターのつくり方 ＫＡＩＧＡＮ
近代大阪の出版 吉川　登 ５人の落語家が語るザ・前座修業 稲田　和浩
報道被害とメディア改革 平川　宗信 石川遼のゴルフボディトレーニング 仲田　健
女５０歳からの知的生活法 鷲田　小弥太 江戸デザイン学。 ペン編集部
ありがとう宣言 石川　洋 岩合光昭のネコ 岩合　光昭
地図でたどる四国遍路パーフェクトガイド 講談社 四季の歌暦３６６ 長田　暁二
日本と朝鮮半島２０００年 ＮＨＫ「日本と朝鮮半島２０００年」プロジェクト 男の韓ドラ 武田　博嗣
総図解よくわかる戦国時代 小和田　哲男 日本人の知らない日本語2 蛇蔵
昭和 ジョン・Ｗ．ダワー 目も手も足もよくしゃべる 五味　太郎
邪馬台国と狗奴国（くなこく）と鉄 菊池　秀夫
図説ディケンズのロンドン案内 マイケル・パターソン
レヴィ＝ストロース
中村久子こころの日記 中村　久子
赫奕たる反骨吉田茂 工藤　美代子

反直観の数学パズル ジュリアン・ハヴィル
ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ ＮＨＫスペシャル取材班
絶滅危惧の生きもの観察ガイド西日本編 川上　洋一 めざせ！キッズ・ライブラリアン二村　健
脳にいい本だけを読みなさい！ 森　健 わたしたちの戦争体験1～10 田代　脩
食べものとがん 津金　昌一郎 郷土をつくった偉人事典 上田　孝俊
創るセンス工作の思考 森　博嗣 行ってみたいなあんな国こんな国1,3 東　菜奈
ビオトープづくり実践帳 養父　志乃夫 ポーランド ザイラ・デッカー
現代建築家９９ 多木　浩二 ＮＨＫ伝える極意 ＮＨＫ「伝える極意」制作班

家づくりにかかわる仕事 感動する仕事！泣ける仕事！1～8

よくわかる最新バイクの基本と仕組み 青木　タカオ 数字ってこ～んなにオモシロい！！1巻

エコカーの技術と未来 石川　憲二 集めて調べる川原の石ころ 渡辺　一夫
ツイッター仕事術 横田　真俊 どうぶつのからだ3～6 増井　光子
初心者のための海図教室 吉野　秀男 モグラの生活 飯島　正広
農家が教える発酵食の知恵 農文協 じっけんきみの探知器 山下　恵子
平野恵理子の身辺雑貨 平野　恵理子 いのちにぎわうふゆみずたんぼ 呉地　正行
レコーディング貯蓄術 節約でお金持ちになるブロガーの会 ビワの絵本 なかい　しげお
手作り帆布カバンの作り方 木のなまえノート いわさ　ゆうこ
今さら聞けないヘアスタイル＆ケアの正解 宮村　浩気 Ｑ＆Ａ式しらべる野球4 ベースボール・マガジン社

僕の大好きな、ソウルのおいしいお店 コウ　ケンテツ ことば観察にゅうもん 米川　明彦
玄米ごはん 月森　紀子 ピンクのチビチョーク 新藤　悦子
バットでできるお菓子とパン 有元　葉子 まほうの国の空とぶ妖精 藤　真知子
Ｃｏｍｅ　ｈｏｍｅ！ｖｏｌ．１９ ナナのたんぽぽカーニバル あんびる　やすこ

風の館の物語4 あさの　あつこ
学校クエスト 中松　まるは

百年の家 ロベルト・インノチェンティ デイジーのおおさわぎ動物園 ケス・グレイ
ともだちごっこ 内田　麟太郎 ゆかいな農場 マルセル・エーメ
カクレクマノミは大きいほうがお母さん 鈴木　克美
てのひら 滝村　有子
牛をかぶったカメラマン レベッカ・ボンド スポーツ教養入門 高峰　修
ステラがうんとちいさかったころ メアリー＝ルイーズ・ゲイ １７歳からの死生観 山折　哲雄
わたり鳥の旅 樋口　広芳 数学の秘密の本棚 イアン・スチュアート
ぼくがまもってあげるね マーサ・アレクサンダー ホントにあるの？ホントにいるの？ 安斎　育郎
パックン！おいしいむかしばなし ルーシー・カズンズ わたしが家族について語るなら 桐島　洋子
ほんやのいぬくん ルイーズ・イェーツ １０代のためのケータイ心得 こころ部
めだかのきょろちゃん 高家　博成 オシムからの旅 木村　元彦
がまどんさるどん 大江　和子 劣等生の東大合格体験記 石黒　達昌
かえんだいこ 川端　誠 死の影の谷間 ロバート・Ｃ．オブライエン

探し絵ツアー9 天空の少年ニコロ カイ・マイヤー

レヴィ＝ストロース       河出書房新社

産業産業産業産業・・・・藝術藝術藝術藝術・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・語学語学語学語学

自然科学自然科学自然科学自然科学・・・・技術技術技術技術・・・・家庭家庭家庭家庭

総記総記総記総記・・・・哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教・・・・歴史歴史歴史歴史

ヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナー

児童児童児童児童

絵本絵本絵本絵本

デュルケームやモースの伝統を継承し、
発展させた人類学者レヴィ＝ストロース。
２０世紀最大の巨人の豊かな思想と軌跡
を、川田順造、渡辺公三、小田亮、出口
顕らが明らかにする。


