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軽井沢令嬢物語 諸田　玲子 ベイツ教授の受難 デイヴィッド・ロッジ
ドパミナジック 内田　春菊 火山の下 マルカム・ラウリー
ゲゲゲの女房　上 武良　布枝 ザ・ホスト1～3 ステファニー・メイヤー
竜馬伝　2 福田　靖 ホース・ソルジャー ダグ・スタントン
京都駅０番ホームの危険な乗客たち 西村　京太郎 ミラクル・ジャーニー ルパート・アイザックソン

ブギウギ 坂東　真砂子 夜と灯りと クレメンス・マイヤー
こぼれおちる刻（とき）の汀 西沢　保彦
天国旅行 三浦　しをん
もう二度と食べたくないあまいもの 井上　荒野 花迎え 高樹　のぶ子
エデン 近藤　史恵 すっぴん魂大全紅饅頭 室井　滋
オー！ファーザー 伊坂　幸太郎 こころに響いた、あのひと言 「いい人に会う」編集部
下流の宴 林　真理子 六つの星星 川上　未映子
オープン・セサミ 久保寺　健彦 穴のあいたバケツ 甘糟　りり子
おじさんとおばさん 平　安寿子 自分の始末 曽野　綾子
おたふく 山本　一力
家族トランプ 明野　照葉
１Ｑ８４　ＢＯＯＫ３ 村上　春樹 オランダ風説書 松方　冬子
白と黒が出会うとき 新堂　冬樹 新・現代歴史学の名著 樺山　紘一
ブラックチェンバー 大沢　在昌 図解・橋の科学 土木学会関西支部
亜玖夢博士のマインドサイエンス入門 橘　玲 「人間失格」殺人事件 吉村　達也
神苦楽島　上・下 内田　康夫 倉敷美術館殺人事件 木谷　恭介
乱心タウン 山田　宗樹 幽霊晩餐会 赤川　次郎
真昼なのに昏い部屋 江国　香織 再建 佐伯　泰英
我★神 花村　万月 想い雲 高田　郁

親子の法律相談 床谷　文雄
ブラウン判決の遺産 ジェイムズ・パターソン ガイドブック消費者契約法 佐々木　幸孝
行政対象暴力Ｑ＆Ａ 行政対象暴力問題研究会

ゼロからわかる核密約 石井　修
勝間和代＆小宮一慶のエコノトーク 勝間　和代 会社設立のメリット・デメリットとその手続き 宝田・寿原会計事務所
日本破綻 藤巻　健史 「稼げる」行政書士になる方法 桜井　泰紀
５９歳までに学びたい！「お金」の集中講座 野村証券投資情報部 顧客の心をつかむ指名ナンバーワン企業 日経トップリーダー
２０１４年日本国破産　警告編 浅井　隆 育児介護休業・出産・母性保護のことならこの１冊 岡田　良則
日本人はなぜ国際人になれないのか 榊原　英資 図説わが国の銀行　２０１０年版 全国銀行協会金融調査部

若者の働く意識はなぜ変わったのか 岩間　夏樹 正社員になりたい！フリーターのための本 フリーター就職問題研究会

毎日が笑顔になる「ひとり老後」の始め方 保坂　隆 保育士・幼稚園の先生になるための完全ガイド 細井　香
「こうのとりのゆりかご」が問いかけるもの こうのとりのゆりかご検証会議 内定取消！ 間宮　理沙
絵が伝える子どもの心とＳＯＳ 末永　蒼生 小さく始めて農業で利益を出し続ける７つのルール 沢浦　彰治
こんなに楽しい小学校英語ワイワイ・メソッド 山本　由美子
子どもといっしょに育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト
ふろしき便利帖 菊田　圭子 がん治療の前と後 竹中　文良

　　　　

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

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。



ネオ・デジタルネイティブの誕生 橋元　良明 究極の田んぼ 岩沢　信夫
千代田図書館とは何か 柳　与志夫 木村さんのリンゴ奇跡のひみつ 小原田　泰久
だれでもできるブックトーク2 村上　淳子 捕るか護るか？クジラの問題 山川　徹
心理学対決！フロイトｖｓユング 山中　康裕 ダイヤに輝く鉄おとめ 矢野　直美
霊道紀行 辛酸　なめ子 世界遺産ガイド　複合遺産編２０１０改訂版 古田　陽久
試練は乗り越えろ 岡野　雅行 ゴヤ　闇との対話 利倉　隆
こころ安らぐ「仏教女子」入門 丸の内はんにゃ会 筆書きのカリグラフィー さとだて　ゆめこ
邪馬台国の滅亡 若井　敏明 韓国の美しいもの 小沢　典代
江戸・東京の歴史と地理 安藤　優一郎 志村ふくみの言葉　白のままでは生きられない 志村　ふくみ
私は、なぜ日本国民となったのか 金　美齢 蜷川幸雄の劇世界 扇田　昭彦
東ドイツのひとびと ヴォルフガング・エングラー 団十郎復活 市川　団十郎
サリンとおはぎ さかはら　あつし 高峰秀子 斎藤　明美
逆境を、笑え。 東国原　英夫
鴨居羊子の世界 近代　ナリコ
宇宙主夫日記 山崎　大地

空想科学読本8 柳田　理科雄
９９・９％は仮説 竹内　薫
数学オリンピックへの道1・2 小林　一章
感動する化学 日本化学会
星空の不思議１３６のＱ＆Ａ めざせ！キッズ・ライブラリアン二村　健
隕石の見かた・調べかたがわかる本 藤井　旭 江戸の迷路　1 伊藤　まさあき
半井小絵の季節の小箱 半井　小絵 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝29・30 プロジェクト新・偉人伝
平成の名水１００選 主婦の友社 ふしぎがいっぱい！ニッポン文化 こどもくらぶ
９６％の大絶滅 丸岡　照幸 仕事ってなんだろう？ 大原　興三郎
動物たちの奇行には理由（ワケ）があるＰａｒｔ２ Ｖ．Ｂ．マイヤーロホ ６０の用語でわかる！福祉なるほど解説　下 高橋　利一
グリーン・エコライフ 進士　五十八 ふるさとおもしろ食べもの百科　第1～5巻 向笠　千恵子
危険不可視社会 畑村　洋太郎 ＣＯ２がわかる事典 栗岡　誠司
建築・都市ブックガイド２１世紀 五十嵐　太郎 時間のコレクション 飯村　茂樹
にっぽんタワーめぐり 水草の森 今森　洋輔
日本の宇宙産業ｖｏｌ．１ 宇宙航空研究開発機構産業連携センター 世界にはばたく日本力　日本の住 こどもくらぶ
超簡単ツイッターが１時間で身につく本 中村　有里 ふかふかウサギ 香山　彬子
手づくりくるみボタンの本 田口　由香 ずるやすみにかんぱい！ 宮川　ひろ
からだ骨気（コルギ） 林　幸千代 玉子の卵焼き 上条　さなえ
あんこの本 姜　尚美 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記　29 なすだ　みのる
枝元なほみの一番やさしい！米粉レシピ 枝元　なほみ 星のカンタータ 三木　卓
木工ガールのはじめてＤＩＹ 油田　加寿子 ノコ星ノコくん 寺村　輝夫
赤ちゃんとママのベビーサイン 吉中　みちる 狩人タロのぼうけん たかし　よいち

ちょうちん屋のままッ子 斎藤　隆介
たんていピンポン！！あぶないレストラン 舟崎　克彦

どこでもない場所 セーラ・Ｌ．トムソン クロニクル千古の闇　6 ミシェル・ペイヴァー
ぞうくんのおおかぜさんぽ なかの　ひろたか サリーの帰る家 エリザベス・オハラ
ちっちゃなトラックレッドくん みやにし　たつや わにのはいた マーガリット・ドリアン
だんどんだんどん 内田　麟太郎 ミラート年代記3 ラルフ・イーザウ
もりのおとぶくろ わたり　むつこ
エラのふしぎなぼうし カルメラ・ダミコ
くいしんぼう 今江　祥智 知っておきたい情報社会の安全知識 坂井　修一
もぐらバス 佐藤　雅彦 小学校教師になるには 森川　輝紀
うさこちゃんのおうち ディック・ブルーナ あなたの知らないカビのはなし 熊田　薫
ハニーンちゃんのお人形 加藤　ユカリ 今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー 今森　光彦
わにわにのおおけが 小風　さち 犬部！ 片野　ゆか
チョコレートパン 長　新太 とある魔術の禁書目録（インデックス）20 鎌池　和馬
のこりものにはふくがある いもと　ようこ 大人はウザい！ 山脇　由貴子
どこまでも アンナ・ピンヤタロ 「怖い」が、好き！ 加門　七海
エラのはじめてのおつかい カルメラ・ダミコ 新１３歳のハローワーク 村上　竜
テスの木 ジェス・Ｍ．ブロウヤー リリース 草野　たき

高峰秀子      斎藤　明美／監修        キネマ旬報社
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絵本絵本絵本絵本

日本映画史とともに生きたトップ女優・高峰
秀子。その５０年の歴史を、高峰秀子自身
が語る名作の裏話や、井上ひさし・沢木耕
太郎ら作家たちの言葉、エッセイ、グラビア
などで辿る。


