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桃色東京塔 柴田　よしき 永遠の夢 レイ・ブラッドベリ
ぼくらのひみつ 藤谷　治 預言 ダニエル・キイス
なりひらの恋 三田　誠広 ロスト・シンボル　上・下 ダン・ブラウン
死ねばいいのに 京極　夏彦 シェイクスピア＆カンパニー書店の優しき日々 ジェレミー・マーサー
老いらくの恋 佐藤　雅美 野生の探偵たち　下 ロベルト・ボラーニョ
終点のあの子 柚木　麻子
火群（ほむら）のごとく あさの　あつこ
東京パラダイス 早坂　暁 カランコロン漂泊記 水木　しげる
道徳という名の少年 桜庭　一樹 たましいを運ぶ舟 道浦　母都子
「悪」と戦う 高橋　源一郎 ペンギンと暮らす 小川　糸
あられもない祈り 島本　理生 ザ・万遊記 万城目　学
小暮写真館 宮部　みゆき 渡りの足跡 梨木　香歩
ヤングアダルトパパ 山本　幸久 脱北、逃避行 野口　孝行
鳩とクラウジウスの原理 松尾　佑一
炎上する君 西　加奈子
狼たちの聖戦 落合　信彦 銚子電鉄六・四キロの追跡 西村　京太郎
綺想宮殺人事件 芦辺　拓 加賀百万石伝説殺人事件 木谷　恭介
ＭＵＳＩＣ 古川　日出男 歌舞伎町謀殺 太田　蘭三
つやのよる 井上　荒野 謁見 佐伯　泰英
オール・マイ・ラビング 小路　幸也 玄奘三蔵、シルクロードを行く 前田　耕作
怪訝山 小池　昌代 中国侵略の証言者たち 岡部　牧夫
裁判員 小杉　健治 「分かち合い」の経済学 神野　直彦
メタボロ ゲッツ板谷 正倉院文書の世界 丸山　裕美子
大仏男 原　宏一

アメリカ発ＤＶ再発防止
・予防プログラム

日本の悲劇 中西　輝政
天下りの真実 市村　浩一郎
金大中事件最後のスクープ 古野　喜政 今年こそ行政書士！開業し成功
わたしはノジュオド、１０歳で離婚 ノジュオド・アリ するための９９の秘訣
経済危機のルーツ 野口　悠紀雄 給食のオバサンだった私が下北沢で自分の

スタディガイド基本簿記 柳　裕治 店を持ちつつデザイナーで社長をやれている理由

図解わかる税金　２０１０－２０１１年版 芥川　靖彦 経理の仕事がよくわかる本 栗山　俊弘
海から見た日本人 後藤　明 はたらくみんなの会計力養成講座 田中　靖浩
ポジティブ病の国、アメリカ バーバラ・エーレンライク 今スグ使える労働基準法と就業規則（ＣＤ－ＲＯＭ付） 松山　正光
最低所得保障 駒村　康平 今、学んでみたい、資格・検定２００

物語介護保険　上 大熊　由紀子 売れる商品陳列マニュアル 新山　勝利
仕事漂流 稲泉　連
しがみつかない死に方 香山　リカ
「生存者（サバイバー）」と呼ばれる子どもたち 宮田　雄吾 潜在力を引き出す介助 田中　義行
徹底反復で子どもを伸ばす 陰山　英男 糖尿病に克つ新薬最前線 鈴木　吉彦

　　　　

山口　佐和子

浅野　幸惠

コヤナギ　ユウ

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

5/1～5/25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。



構造的転換期にある図書館 日本図書館研究会編集委員会 水木しげる　人生をいじくり回してはいけない 水木　しげる
情報サービス論 阪田　蓉子 赤羽末吉の絵本 赤羽　末吉
私たちには物語がある 角田　光代 ネコが見つけた赤い風船 大塚　愛
ものごとの「格付け」事典 安部　直文 いちばんやさしい楽譜の読み方（ＣＤ付） 小林　一夫
いのちの選択 小松　美彦 ジャパニーズ・ロック・インタビュー集 越谷　政義
「論語」を生かす私の方法 渋沢　栄一 小泉今日子実行委員会 小泉　今日子
ほら、あの「アレ」は…なんだっけ？ マーサ・Ｗ．リア からだが目覚めるストレッチメニュー 荒川　裕志
運命の「絆」 細木　数子 オシム勝つ日本 オシム
君たちは、どう生きるか スマイルズ 旅するワールドカップ 大住　良之
文明の星時間 茂木　健一郎 田部井淳子のはじめる！山ガール ＮＨＫ出版
天平の渤海交流 藤井　一二 絵本の子どもたち 寺村　摩耶子
日本人として知っておきたい近代史　明治篇 中西　輝政 ひとり語り 吉行　和子
江戸の暮らし
日本・中国・朝鮮　東アジア三国史 田中　俊明
皇太子婚約解消事件 浅見　雅男

ルリボシカミキリの青 福岡　伸一
科学技術Ｘの謎 京都大学総合博物館 赤羽末吉の絵本  /講談社 赤羽　末吉／絵
宇宙のすべてがわかる本 渡部　潤一
共感の時代へ フランス・ドゥ・ヴァール
シブすぎ技術に男泣き！ 見ル野　栄司
ごみ見える化 山谷　修作 シリーズ戦争遺跡3～5
水循環システムのしくみ 伊藤　雅喜 歴史を生きた女性たち　3 歴史教育者協議会
にっぽん自然再生紀行 鷲谷　いづみ 天気がへんだ 桐生　広人
「電気」のキホン 菊地　正典 ここにも、こけが… 越智　典子
「モータ」のキホン 井出　万盛 ほんとのおおきさ水族館 小宮　輝之
借りてトクする生活 サンマーク出版編集部 えいようのヒミツがわかる！食育えほん1～5 岩間　範子／
荻原式デフレに負けない貯金術 荻原　博子 エネルギーをどうする 桐生　広人
おしゃれが好きな女の子の服 まの　あきこ 川ナビブック1～3
大人のゆかた入門 森　荷葉 さがしてみようくらしの中のエコ1～5 水谷　広
ハンディブレンダーだから作れる日々の新定番おかず 渡辺　有子 オゾンホールのなぞ 桐生　広人
ふだん着のおかず 有元　葉子 わたしたちの地球をすくおう 桐生　広人
トイロ家のおいしいごはん トイロ エコＱ＆Ａ１００　1～5
はじめてのキッシュとタルト 坂田　阿希子 しらべよう！はたらく犬たち1
マクロビオティックの和菓子 つづら　えつこ 雑木林のおくりもの 今森　光彦
サンドイッチ日和 枝元　なほみ かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　1～7

おから、豆腐、豆乳、野菜のお菓子 高橋　典子 Ｑ＆Ａ式しらべるサッカー ベースボール・マガジン社

そうじの超カリスマが書いた「キレイなキッチン！」のコツ 沖　幸子 浅田真央物語 青嶋　ひろの
ジュニアのための万葉集2～4 根本　浩
スコアブック4 伊集院　静
徳田さんちはおばけの一家 ねじめ　正一

いそがしいぞはしれはしれ ベネディクト・ブラスウェイト ふたりのプリンセス シャノン・ヘイル
たまごにいちゃんといっしょ あきやま　ただし なかないで、毒きのこちゃん デイジー・ムラースコヴァー

ふたりのナマケモノ 高畠　純
ぼくとかあさん いもと　ようこ
せかいいちおいしいスープ マーシャ・ブラウン
くものすおやぶんほとけのさばき 秋山　あゆ子 歩いて見た太平洋戦争の島々 安島　太佳由
くさはらどん 松岡　達英 旅に出よう 近藤　雄生
ぶどう酒びんのふしぎな旅 藤城　清治 世界文学全集 池沢　夏樹
すきがいっぱい マーガレット・ワイズ・ブラウン きみが見つける物語 あさの　あつこ
ごきげんなライオン　ともだちさがしに ルイーズ・ファティオ 野生動物への２つの視点 高槻　成紀
ヤマダさんの庭 岡田　淳 東大生・医者・弁護士になれる人の思考法 小林　公夫
とうさん 内田　麟太郎 君が地球を守る必要はありません 武田　邦彦
どうしちゃったの？ねずみくん なかえ　よしを やせっぽちの死刑執行人 上・下 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ
サカサかぞくのだんなキスがスキなんだ 宮西　達也 消えた王子　上・下 フランシス・ホジソン・バーネット
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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

「かさじぞう」「スーホの白い馬」など、数々の
名作絵本を生み出した絵本界の巨人・赤羽
末吉の初画集。２００点以上の原画をはじ
め、スケッチや写真、習作など、初公開資料
を多数収録。「全長１７７ｃｍ満州人形巻物」
付き。


