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母 姜　尚中 がんばれ、ジーヴス Ｐ．Ｇ．ウッドハウス
窓を開けますか？ 田辺　聖子 サラの鍵 タチアナ・ド・ロネ
鉄男 塚本　晋也 そんな日の雨傘に ヴィルヘルム・ゲナツィーノ

チェイス　国税査察官 坂元　裕二 のけ者 エマニュエル・ボーヴ
史記　3 北方　謙三 海のカテドラル　上・下 イルデフォンソ・ファルコネス

禁断 今野　敏
ストレンジ・フェイス 青山　真治
雨心中 唯川　恵 この世は一度きり 岡野　薫子
トリプルＡ　上・下 黒木　亮 大人の達人 村松　友視
僕らの青春 半村　良 日本語えとせとら 阿刀田　高
ペンギン・ハイウェイ 森見　登美彦 世界はまわり舞台 半藤　一利
アイリス　2 キム　ヒョンジュン おふくろの夜回り 三浦　哲郎
血統（ペディグリー） 門井　慶喜 こんなの、はじめて？ 酒井　順子
楚漢名臣列伝 宮城谷　昌光
恋する空港 新野　剛志
荒ぶる波涛 津本　陽 日本神判史 清水　克行
この国。 石持　浅海 メタボの常識・非常識 田中　秀一
お父やんとオジさん 伊集院　静 図解・超高層ビルのしくみ 鹿島
春狂い 宮木　あや子 未来医師 フィリップ・Ｋ．ディック
小暮写真館 宮部　みゆき 真夜中の構図 西村　京太郎
柚子の花咲く 葉室　麟 未踏峰　上・下 森村　誠一
私の神様 小手鞠　るい 最後の武士道 津本　陽
鈴蘭 東　直己 江戸の六文銭 藤村　与一郎
夜行観覧車 湊　かなえ

わかりやすい離婚 平山　信一
解決！交番での法律相談 渡辺　咲子

日中逆転 日本経済新聞社
日本をここまで壊したのは誰か 西尾　幹二
保守のヒント 中島　岳志 あなたの会社がもらえる！補助金・助成金 宮沢　猛
池上彰の学べるニュース　1 池上　彰 ハローワーク３倍まる得活用術 酒井　富士子
過労死・過労自殺大国ニッポン 川人　博 売れる！魅せる！チラシ３６５ＤＡＹＳ

民間委託が公共サービスを壊す 自治労宮崎県本部 職人になるガイド 山中　伊知郎
団地の時代 原　武史 業界と職種がわかる本’１２年版 岸　健二
子ども手当２０１０ 子ども手当制度研究会 就活こんなときどうする事典２０１２年度版 就職情報研究会
株価の見方 日本経済新聞社 メール文章力の基本 藤田　英時
ＦＸ世界経済の教科書 松田　哲 お金の不正防止マニュアル 助川　正文
最新国債の基本とカラクリがよ～くわかる本 久保田　博幸 「いっしょに働きたくなる人」の育て方 見舘　好隆
「婚活」現象の社会学 山田　昌弘
子ども・学生の貧困と学ぶ権利の保障 宮下　与兵衛
ケロポンズの出し物・シアターおまかせブック ケロポンズ 介護現場でのコミュニケーションを考える 及川　信哉
父を語る　柳田国男と南方熊楠 谷川　健一 余命半年からの生還 小野　允雄

　　　　

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

6/1～6/25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。



できるＥｘｃｅｌ　２０１０ 小舘　由典 水木しげるゲゲゲの大放談 水木　しげる
耳で読む読書の世界 二村　晃 信州ハンドクラフト手帖 伊藤　まさこ
豊かな心をはぐくむこども０～７才絵本ガイド さわだ　さちこ トンボ玉　2
電子書籍元年 田代　真人 着物のふるさと・染め織り巡り 大滝　吉春
「暮しの手帖」とわたし 大橋　鎮子 はさみで５分、初めての立体カード 菊地　清
記憶がウソをつく！ 養老　孟司 おもちゃ博士・清水晴風 林　直輝
続けたいことが続くツイッター１００倍活用術 石田　淳 ブライト・アイズ 成田　佳総
ココロとカラダに効くお寺 朝倉　一善 歌舞伎座を彩った名優たち 遠藤　為春
良寛　行に生き行に死す 立松　和平 サッカーが勝ち取った自由 チャック・コール
発掘された日本列島　2010 文化庁 イメージと読みの将棋観　2 鈴木　宏彦
世界史の中の石見銀山 豊田　有恒 桂東雑記　拾遺 白川　静
魯迅と毛沢東 丸川　哲史 天声人語　２０１０春 朝日新聞論説委員室
吉田茂の見た夢　独立心なくして国家なし 北　康利
樺美智子聖少女伝説 江刺　昭子
憚りながら 後藤　忠政

地形図の読み方・歩き方 渡辺　一夫
世界で一番キケンな生きもの 千石　正一
大往生なんか、せんでもええやん！ 桜井　隆
死なない！生きかた 北折　一
眠れなくてつらい！を解決する本 対馬　ルリ子
６７億人の水 橋本　淳司 小学生のための論語 斎藤　孝
いちばんやさしい建築基準法 基準法を考える設計者の会 世界の島大研究 長嶋　俊介
失われた近代建築　2 増田　彰久 どうしてアフリカ？どうして図書館？ さくま　ゆみこ
快適な生活をつくる間取りの決め方 飯島　信樹 中学生理科の自由研究パーフェクト 成美堂出版編集部
「レンズ」のキホン 桑嶋　幹 みんなの宇宙授業 中川　人司
僕らのパソコン３０年史 ＳＥ編集部 昆虫の迷路 香川　元太郎
ｉＰａｄショック 林　信行 地球の水ＳＯＳ図鑑 田中　賢治
よくわかる最新船舶の基本と仕組み 川崎　豊彦 電気の大研究 川村　康文
筑豊・軍艦島 林　えいだい 難病の子猫クロといつもいっしょ 山岡　睦美
紳士靴を嗜む 飯野　高広 きのこの絵本 こいで　ひろし
かえる食堂ちいさな刺繍 松本　朱希子 ぴょこたんのなぞなぞチャレンジ９９９ このみ　ひかる
いつでもおいしい豆腐おかず 牛尾　理恵 えいご・のはらうた くどう　なおこ
中国２０１０年上海万博公式アルバム 上海万博事務局 ねずみじょうど 岩瀬　成子
ひょうたん・へちまを楽しむ 森　義夫 ゴリラのごるちゃん 神沢　利子
使うものが一目でわかる菜園道具ガイド 植松　良枝 青い一角（つの）のギャロップ 西沢　杏子
アユを育てる川仕事 古川　彰 ジャレットとバラの谷の魔女 あんびる　やすこ
ユニクロ・柳井正のリーダーシップ 川嶋　幸太郎 めいたんていポアロン 三田村　信行

二人の小さな家 シーリア・ウィルキンズ
見習い魔女ティファニーと懲りない仲間たち テリー・プラチェット
ウォーリアーズ エリン・ハンター

さよならをいえるまで マーガレット・ワイルド ピーティ ベン・マイケルセン
むかしむかし 谷川　俊太郎 ゴーレム　3 Ｅ．ミュライユ
オレンジいろのディーゼルカー のさか　ゆうさく
ぼくのいえにけがはえて 川北　亮司
ぞうはわすれないよ アヌシュカ・ラヴィシャンカール

うごく たかはし　きよし ぼくらの輪廻転生 さとう　まきこ
ちいさなあめふりぐも せな　けいこ デュラララ！！8 成田　良悟
かまきりのカマーくんといなごのオヤツちゃん 田島　征三 ＲＤＧ　3 荻原　規子
ねぎぼうずのあさたろう　その８ 飯野　和好 若い人におくる竜馬のことば 小松　成美
たなばたまつり 松成　真理子 コンビニたそがれ堂　星に願いを 村山　早紀
おでんさむらい　ひやしおでんのまき 内田　麟太郎 アイデアはどこからやってくる？ 岩井　俊雄
カムイチカプ 藤村　久和 きみはなぜ生きているのか？ 中島　義道
とらばあちゃんのうめしごと いちかわ　けいこ りこうすぎた王子 アンドリュー・ラング
ぼくのハはもうおとな かこ　さとし ハンター ジョイ・カウリー

「良寛　行に生き行に死す」    春秋社      立松　和平  著

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

一途に、不器用に。そんな「良寛の生
き方」に自らの人生を重ねて、最期
に、作家が見出したものとは－。
一途な求道者としての新たな良寛像
を描く。絶筆「蛙声、絶えざるを聴く」も
収載。


