
中国地区学校図書館研究大会 第３０回
琴浦町図書館年報 平成２９年度 琴浦町図書館
鳥取県立図書館のすがた 平成３０年度 鳥取県立図書館
松方コレクション展 国立西洋美術館／監修 鳥取県
現代美術への招待 鳥取県立博物館／編集 鳥取県立博物館資料刊行会
特別展　遥かなる進化 鳥取県立博物館／編集 鳥取県立博物館資料刊行会
地方出版文化功労賞表彰式および受賞記
念講演会

第３１回 ブックインとっとり実行委員会

大恐竜展 鳥取県立博物館／編集 鳥取県立博物館資料刊行会

鳥取県小・中・高等学校読書感想文集 平成１５年度版
鳥取県学校図書館協議会
事業部／編

鳥取県学校図書館協議会

さんいんキラリ ４３（冬号） グリーンフィールズ

鳥取県立公文書館報
第２８号（平成３０年
度）

鳥取県立公文書館／編 鳥取県立公文書館

Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｒｋ　ＤＡＩＳＥＮ　国立公園伯耆
大山

長尾幹夫／著 長尾幹夫

因幡伯耆国　開運八社巡り 亥年
脳がわかれば心がわかるか 山本　貴光／著 太田出版
加知弥神社飯田家資料稿 １０ 田中仁／編 鳥取大学地域学部

因幡堂平等寺
龍谷大学　龍谷ミュージア
ム／編

龍谷大学　龍谷ミュージアム

伯耆米子城 中井　均／編 ハーベスト出版

米子・加茂川地蔵さん巡り
日本遺産大山山麓魅力発信推進協議
会（大山町観光商工課内）

尼子氏の城郭と合戦 寺井　毅／著 戎光祥出版
鳥取市 昭文社
露の干ぬ間 富士書店出版企画室／編 鳥取県退職婦人教職員の会
さかなと鬼太郎のまち　境港市観光ガイド ２０１８年版 境港市観光協会事務局
史跡　鳥取藩主池田家墓所 史跡鳥取藩主池田家墓所保存会

KURAYOSHI
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Ｃｅｎｔｅｒ

まち歩きガイド 倉吉観光マイス協会
倉吉 倉吉市役所商工観光課
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ｃｅ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ

とっとりおでかけマップ
鳥取城北高校加藤晴美・美田萌＋
チーム鳥取城北

ふらっと中部旅歩き とっとり中部観光施設ネットワーク

神々のふるさと　山陰遊悠絵図 ２０１８年版
山陰広域マップ制作協議
会／制作

山陰広域マップ制作協議会

鳥取旅時間 鳥取市
とっとり 英公社
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因幡国２０００年　よもやま話 福田修三／著 [福田修三]
鳥取藩の御蔵所：事件簿 佐々木　靖彦／著
ＳＡＮＩＮ　ＫＡＩＧＡＮ　ＯＵＴＤＯＯＲ　ＡＣＴＩＶＩＴ
ＩＥＳ

環境省近畿地方環境事務所

乙亥正屋敷廻遺跡 第３分冊
鳥取県埋蔵文化財セン
ター／編

鳥取県埋蔵文化財センター

乙亥正屋敷廻遺跡 第４分冊
鳥取県埋蔵文化財セン
ター／編

鳥取県埋蔵文化財センター

乙亥正屋敷廻遺跡 第２分冊
鳥取県埋蔵文化財セン
ター／編

鳥取県埋蔵文化財センター

＜歴・地＞

【郷　土】

＜総　記＞

＜哲　学＞
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秋里遺跡（松下地区）
鳥取県埋蔵文化財セン
ター／編

鳥取県病院局

下坂本清合遺跡（４～８区） 第２分冊
鳥取県埋蔵文化財セン
ター／編

鳥取県埋蔵文化財センター

気多・いなば　地名の謎 中林保／著 綜合印刷出版
ゼンリン住宅地図・倉吉市 ２０１９０３ ゼンリン山陰
氷ノ山 中村　圭志／調査執筆 昭文社

大山・蒜山高原
鳥取県山岳協会／調査執
筆

昭文社

倉吉考 生田昭夫／著 堂設計室

鳥取県立むきばんだ史跡公園年報 ２０１６
鳥取県立むきばんだ史跡
公園／編

鳥取県立むきばんだ史跡公園

めぐるん ２０１９ 新日本海新聞社
ゼンリン住宅地図・米子市１ ２０１９０４ ゼンリン山陰
ゼンリン住宅地図・米子市２・日吉津村 ２０１９０４ ゼンリン山陰
新修中山町誌 上巻 中山町誌編集委員会／編 大山町
新修中山町誌 下巻 中山町誌編集委員会／編 大山町
大山と隠岐と出雲 木幡吹月／編著 牧野出版

新鳥取県史 民俗２
鳥取県立公文書館県史編
さん室／編

鳥取県

上淀廃寺復元壁画の原画展 上淀白鳳の丘展示館／編 上淀白鳳の丘展示館
地域から見た戦国１５０年 ７ ミネルヴァ書房
モスク・神殿巡拝 唐草会
因伯記要 鳥取県／編 矢谷印刷所
いのちのかぎり 橋本喜一郎／著 橋本喜一郎
鳥取県護国神社陸軍々人戦没者合祀祭神
名簿

西上忠幸／編 富士印刷出版部

伯耆米子城 佐々木謙／著 立花書院

定例県議会報告事項 平成３０年１１月 鳥取県
定例県議会付議案 平成３０年１１月 鳥取県
鳥取県議会会議録 平成３０年９月定例 鳥取県議会

よりよい暮らしのために ２０１９年版
鳥取県障害者就労事業振
興センター／編

鳥取県障害者就労事業振興センター

山陰企業年鑑 ２０１９年版 山陰政経研究所
第２２回　全国高等学校総合文化祭　弁論
部門　原稿集

鳥取県高等学校文化連盟
弁論専門部

鳥取県高等学校文化連盟弁論専門部

情報公開制度・個人情報保護制度運用状況
報告書

平成２９年度 米子市総務部総務管財課情報公開係

県税のしおり 平成３０年度 鳥取県／編 鳥取県
道徳授業でそのまま使える！日本の偉人伝
３分話

中嶋　郁雄／著 学陽書房

残業しない教師の時短術 中嶋　郁雄／著 学陽書房

鳥取県人権教育基本方針
鳥取県教育委員会事務局
人権教育課／編

鳥取県教育委員会事務局人権教育課

山陰の神楽写真集 今井印刷
高校ガイド 平成２４年度 鳥取県教育委員会

国際高校生フォーラムｉｎ倉吉２０１７報告書 第１６回
鳥取県立倉吉東高等学校国際高校生
フォーラム実行委員会

定例県議会報告事項　平成３０年９月 鳥取県
定例県議会付議案　平成３０年９月 鳥取県

山陰合同銀行中間期ディスクロージャー誌 ２０１８
山陰合同銀行経営企画部
／企画・編集

山陰合同銀行

財政的援助団体等監査結果報告書 鳥取県監査委員
行政監査結果報告書 平成３０年度 鳥取県監査委員
性教育指導の手引 鳥取県教育委員会
公立大学法人公立鳥取環境大学　第１期中
期目標期間に係る　業務実績評価書

公立大学法人公立鳥取環境大学評価
委員会

公立大学法人公立鳥取環境大学業務実績
評価書

平成２９年度
公立大学法人公立鳥取環境大学評価
委員会

定例県議会付議案　平成３０年９月 第１次追加 鳥取県

「地域貢献活動」報告書 平成２７年度
藤田学院鳥取看護大学地
域貢献委員会／編集

藤田学院鳥取看護大学地域貢献委員
会

研修生募集要項 平成３１年度 鳥取県立農業大学校
鳥取県営企業決算及び決算附属書類 平成２９年度 鳥取県

子育てしやすい企業み～つけた！ 平成３０年度版
鳥取県福祉保健部子育て王国推進局
子育て応援課

ＳＣＨＯＯＬ　ＧＵＩＤＥ ２０１７ 鳥取県立倉吉西高等学校
鳥取県立米子工業高等学校　学校案内 平成２８年度 鳥取県立米子工業高等学校

地域研究発表会報告書　平成２年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地方教育費の調査報告書　昭和３９会計年 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会

＜社　会＞
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地域研究発表会報告書　昭和６０年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書　昭和５９年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書　昭和６１年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

研究報告集 鳥取県教育研修センター
地域研究発表会報告書　昭和４３・４４年度 鳥取地理学会／編 鳥取地理学会

地域研究発表会報告書　昭和４７年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書　昭和４８年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

研究紀要 第４集
鳥取県立鳥取東高等学校
／編

鳥取県立鳥取東高等学校

地域研究発表会報告書　昭和６２年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書 昭和５４年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書 昭和５６年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書　昭和４９年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書　昭和５０年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書　昭和５１年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書 昭和５２年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書　昭和５３年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書 昭和５７年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書 平成１５年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

高文連とっとり
第５号（平成１６年
度）

鳥取県高等学校文化連盟
／編

鳥取県高等学校文化連盟

地域研究発表会報告書 平成１１年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

とっとり企業ガイド ２０１９ ふるさと鳥取県定住機構
青年海外協力隊鳥取県ＯＶ会活動報告書 平成３０年度 青年海外協力隊鳥取県ＯＶ会
高教研会誌 第４号 鳥取県高等学校教育研究会
学校要覧　［鳥取県立岩美高等学校］ 平成３０年度 鳥取県立岩美高等学校
鳥取商工会議所活用ガイド 鳥取商工会議所
現代の連結会計制度における諸課題と探求 橋上　徹／著 創成社

山陰の大凧揚げ習俗〈鳥取県・島根県〉
さいたま民俗文化研究所
／作成

文化庁文化財部伝統文化課

柏葉
第６３号（２０１８（平
成３０）年度版）

鳥取県立鳥取東高等学校
／編

鳥取県立鳥取東高等学校

日本の鬼 近藤喜博／〔著〕 講談社

１００の指標からみた鳥取県 平成３０年度
鳥取県地域振興部統計課
／編

鳥取県地域振興部統計課

資本主義と闘った男 佐々木　実／著 講談社
『広報やず』保存版 １３ 八頭町役場

鳥取看護大学・鳥取短期大学研究紀要 第７８号
鳥取看護大学・鳥取短期
大学学術委員会／編

鳥取看護大学・鳥取短期大学

人権問題学習その実践 №２７（２０１８年度） 鳥取県人権教育推進協議会

女性活躍のメリットと県内企業の取組事例
鳥取県元気づくり総本部元気づくり推
進局女性活躍推進課

ＴＨＥ　社会人 ２０１８年度版
鳥取県労働者福祉協議会
／編

鳥取県労働者福祉協議会

働きはじめるあなたへ ２０１８年度版 鳥取県労働者福祉協議会
鳥取の教育 第２５集 鳥取県教職員組合／編 鳥取県教職員組合
鳥取の教育 第２１集 鳥取県教職員組合／編 鳥取県教職員組合
鳥取の教育 第２６集 鳥取県教職員組合

子どもの発達・学習研究センター年報 第５巻（２０１８年度）
鳥取大学地域学部附属子どもの発
達・学習研究センター

鳥取県高等学校ＰＴＡ　保護者会員の意識
調査

（第４回）（平成１８年
度）

鳥取県高等学校教育振興会

白梅 第３６号
鳥取敬愛高等学校教務部
／編

鳥取敬愛高等学校

加代と正吉達の鳥取砂丘 日乃萌／著 日相出版
倉吉市勢要覧　１９７２版 倉吉市／編 倉吉市役所
被差別部落起源論 石尾芳久／著 木鐸社
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鳥取大学教育支援・国際交流推進機構教育
センター　紀要

第１５号
鳥取大学教育支援・国際交流推進機
構教育センター

立志　鳥取県立倉吉西高等学校創立八十
周年記念誌

鳥取県立倉吉西高等学校 創立八十周年記念事業実行委員会

地方創生のための経営学入門 倉持裕彌／ほか編著 今井出版

高文連とっとり
第１７号（平成２８年
度）

鳥取県高等学校文化連盟
／編

鳥取県高等学校文化連盟

高文連とっとり
第１８号（平成２９年
度）

鳥取県高等学校文化連盟
／編

鳥取県高等学校文化連盟

地域教育を通した「一式飾り」の継承 高橋健司／編著 鳥取大学地域学部高橋（健）研究室
「見立て遊び」の伝統の継承 高橋健司／編著 鳥取大学地域学部高橋（健）研究室
「一式飾り」の価値の探求と継承 高橋健司／編著 鳥取大学地域学部高橋健司研究室
「一式飾り」に見る伝統の持続性 高橋健司／編著 鳥取大学地域学部高橋健司研究室
夢見た自分を取り戻す 井上　智／著 エンパワメント研究所
写真集　軍靴のひびき 元歩兵第百四十聯隊第二中隊双葉会

ワーク・ライフ・バランス　イクボス・ファミボス
女星活躍とっとり会議／
［編］

鳥取県元気づくり総本部元気づくり推
進局女性活躍推進課

鳥取市さじアストロパーク年報
第２１号（平成２６年
度）

鳥取市さじアストロパーク
／編

鳥取市さじアストロパーク

鳥取市さじアストロパーク年報 第２２号
鳥取市さじアストロパーク
／編

鳥取市さじアストロパーク

鳥取赤十字病院医学雑誌 Ｖｏｌ．２７
鳥取赤十字病院医学雑誌
編集委員会／編

鳥取赤十字病院

鳥取市さじアストロパーク年報 第２３号
鳥取市さじアストロパーク
／編

鳥取市さじアストロパーク

隔離 徳永　進／著 岩波書店
ほろよい薬膳 鳥海明子／著 誠文堂新光社
先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っ
ています！

小林　朋道／著 築地書館

孫育てのススメ
鳥取県福祉保健部子育て
王国推進局子育て応援課

鳥取県福祉保健部子育て王国推進局
子育て応援課

とっとり美味だより ２０１８ 鳥取県商工会連合会
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
業務実績評価書

鳥取県

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
業務実績評価書

平成２９年度 鳥取県

米子味めぐり

環境放射線等測定結果 平成２９年度
鳥取県危機管理局原子力
安全対策課／編

鳥取県危機管理局原子力安全対策課

みんなで守ろう鳥取県自然環境保全地域 鳥取県
使ってみたい鳥取県版特許集 ２０１９ 鳥取県知的所有権センター

鳥取県原子力防災ハンドブック 平成３１年版
鳥取県危機管理局原子力
安全対策課／編

鳥取県危機管理局原子力安全対策課

とっとりの原子力防災 ２０１９ 鳥取県
子どもと楽しむ季節のスープ 東條真千子／[著] 東條真千子
技術－その周辺 岸田純之助／著 日本経営出版会
昔も今も浜のいも太 境港地区生活改善グループ
とっとり自然環境館 とっとり自然環境館
倉吉市役所建設の記憶をたどる 倉吉市役所建設の記憶をたどる会

暮らし日本一ＰＲＯＪＥＣＴ 日本財団鳥取事務所
境港の水産 平成２９年版 境港市産業部水産課
鳥取県中部農林業　データブック [鳥取県中部総合事務所農林局］

鳥取食べる通信
プレ創刊号（２０１８年
７月号）

長友芳樹／ほか編 鳥取食べる通信

鳥取食べる通信
創刊号（２０１８年９月
号）

長友芳樹／ほか編 鳥取食べる通信

鳥取県産業振興機構支援メニューガイドブッ ２０１９年度版 鳥取県産業振興機構
業務報告 平成２９年度 鳥取県畜産試験場

児童生徒の体力つくり 平成１２年度 鳥取県教育委員会
鳥取県美術展覧会 第５１回 鳥取県教育委員会
全国高等学校総合体育大会　ウエイトリフ
ティング競技

平成７年度 全国高等学校体育連盟

高体連 第５１号 鳥取県高等学校体育連盟
高体連 第５３号 鳥取県高等学校体育連盟

総合開会式輸送計画書
平成７年度全国高等学校総合体育大
会鳥取県実行委員会

あなたのまちの運動教室リスト 鳥取市中央保健センター

＜芸　術＞

＜産　業＞

＜工　学＞

＜自　然＞
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鳥取画壇の祖　土方稲嶺 鳥取県立博物館
文化庁買上　優秀美術作品展 ［鳥取県立博物館］
イラストレーター毛利彰の軌跡 筒井宏樹／著 イラストレーター毛利彰の会
美とかたち　岩宮武二の仕事 岩宮　武二／写真 光村推古書院
全日本マスターズ陸上競技選手権大会　記
録・写真集

第３９回
第３９回全日本マスターズ陸上競技選
手権大会実行委員会

Ｌａｎｄｓｃａｐｅ　ｇａｒｄｅｎｉｎｇ 坂本和也／画 米子市美術館
黄色いテント 田淵　行男／著 山と溪谷社
山本兼文遺作展 鳥取県立博物館／編 山本兼文遺作展実行委員会
自然を見つめた田淵行男展 長野県立歴史館／編 長野県立歴史館
皆生温泉の競馬場 戦前編 アオキヒロミ／著 今井出版

わらべ館　童謡・唱歌研究情報誌『音夢』 第１３号
わらべ館　童謡・唱歌研究
情報誌『音夢』編集委員会
／編

鳥取童謡・おもちゃ館

万遊鏡 第１４号
鳥取童謡・おもちゃ館「わ
らべ館」／編

鳥取童謡・おもちゃ館「わらべ館」

スペース・プラン スペース・プラン／〔作〕 アートダイバー
鳥取が好きだ。 安西　水丸／著 河出書房新社

「家庭の日」作文コンクール入選作品 平成２９年度
青少年育成鳥取市民会議
／編

青少年育成鳥取市民会議

中学生人権作文コンテスト 平成３０年度 鳥取地方法務局

因幡の国多鯰ヶ池傳説異聞 藤井嘉儀／作 藤井嘉儀
鳥取文芸 第４０号 鳥取市社会教育事業団
亜細亜の曙 山中　峯太郎／著 河出書房新社
とっとり文学探訪マップ 鳥取県地域振興部文化政策課
つれづれエッセイ 三谷真人／著 ［三谷真人］
みなんごあんの春 足立悦郎／著 新日本海新聞社
傷痕 桜庭　一樹／著 文藝春秋
露姫ものがたり おくむらのりこ／絵・文 七月堂
［記事］この人の旅　尾崎放哉 山本志乃／著 旅の文化研究所
光と私語 吉田恭大／著 いぬのせなか座
戦後ＮＨＫ鳥取放送局ローカルラジオドラマ
脚本集

岡村知子／［ほか］編著 鳥取大学地域学部

唐草会　第１１回 本間精一／ほか著 唐草会

世界名作探偵小説選
エドガー・アラン・ポー／原
作

作品社

杏子撰集 中村実（県人）／著 中村千鶴子
バレテ戦従軍記 松永元一／著 松永元一
支那事変陣中日記 平木貞夫／著 平木貞夫

ＴｏＲｉＣｏ Ｖｏｌ．３ ドゥ・デザイン
伯耆町図書館年報 平成２９年度 伯耆町立図書館／編 伯耆町立図書館

鳥取市子どもの読書活動推進計画
鳥取市教育委員会事務局
生涯学習課／編

鳥取市教育委員会事務局生涯学習課

鳥取県学校図書館研究大会 第２４回 鳥取県学校図書館協議会

鳥取県立図書館協力業務ハンドブック ２０１８年度版
鳥取県立図書館支援協力
課／編

鳥取県立図書館

特別展　現代美術の創造者たち
鳥取県立博物館資料刊行
会／編

鳥取県立博物館

近代洋画・中四国の画家たち展 鳥取県立博物館／編 鳥取県立博物館
特別展生命４０億年のあゆみ 鳥取県立博物館
国立美術館所蔵内外美術名品展 文化庁／ほか編集 文化庁
世界の蝶展 鳥取県立博物館
特別展　日本近代洋画の歩み 鳥取県立博物館資料刊行会
特別展　地球のふしぎ 鳥取県立博物館資料刊行会
特別展　近世の衣裳美 鳥取県立博物館／編 鳥取県立博物館資料刊行会
京都国立近代美術館所蔵　世界の現代陶 鳥取県立博物館
東京都写真美術館コレクション展　写真都市
パリ

竹氏倫子／編 鳥取県立博物館資料刊行会

鳥取県高等学校図書館実践集 平成２９年度
鳥取県高等学校図書館教
育研究会司書部会／編

鳥取県高等学校図書館教育研究会司
書部会

鳥取県子どもの読書活動推進ビジョン 第４次計画（案）
鳥取県教育委員会事務局家庭・地域
教育課

とっとりＮＯＷ
第１２１号　２０１９　Ｓ
ｐｒｉｎｇ

鳥取県広報連絡協議会／
企画・編集

鳥取県広報連絡協議会

【 郷土Ｈ 】

＜総　記＞

＜語　学＞

＜文　学＞
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年報 平成２９年度
鳥取市文化財団鳥取市歴
史博物館／編

鳥取市文化財団鳥取市歴史博物館

鳥取のタウン誌『スペース』をめぐる一考察 岡村知子／著 鳥取大学地域学部
山陰研究 第１１号 島根大学法文学部山陰研究センター
上田敏和展 上田保子／編 上田敏和
鳥取県立博物館研究報告 第５６号（２０１９年） 鳥取県立博物館／編 鳥取県立博物館
鳥取県子どもの読書活動推進ビジョン 第４次計画 鳥取県教育委員会事務局社会教育課

とっとりＮＯＷ
第１２２号　２０１９　Ｓ
ｕｍｍｅｒ

鳥取県広報連絡協議会／
企画・編集

鳥取県広報連絡協議会

つつじ読書会文集 第３９号（平成３１年） つつじ読書会／編 米子市立図書館つつじ読書会

ハレアメ 第１号
ハレアメプロジェクト／制
作・著作

ｓｕｎｓｕｎｔｏ

さんいんキラリ ４４（春号） グリーンフィールズ
山陰研究 第１１号　別冊 島根大学法文学部山陰研究センター

豊福神巡り 須山倫史／著 アイティーエスジャパン・インク
教えのまどい 清末忠人／著 ［清末忠人］
つたふる 車尾山梅翁寺
口日野のみやしろ 谷口房男／編著 [谷口房男]

ゼンリン住宅地図・境港市 ２０１８１２ ゼンリン山陰

ぶらり城下町さんぽ
米子市地域おこし協力隊
米子情報局どげな？／

米子市観光課

加茂川周辺＆米子城跡散策ＭＡＰ 米子市

五しの里さじ
五しの里さじ地域協議会
／［編］

さじ弐拾壱

ウオッチング美保の里自然と歴史 鳥取市立美保小学校
皇室とわたし ［Ⅱ］ 清末忠人／著 清末忠人
Ｇｕｉｄｅ　ｍａｐ とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会
名探偵コナンに会えるまち北栄町 北栄町観光協会
琴浦めぐりことことことうら 琴浦町観光協会
見学のてびき 鳥取県埋蔵文化財センター

ノスタルジック山陰
山陰デスティネーションキャンペーン協
議会

鳥取の明治維新 鳥取市歴史博物館／編 鳥取市歴史博物館
境港市三十五周年史 境港市／編 境港市
境港市四十五周年史 境港市／編 境港市

しまねの古代文化 第２２号
島根県古代文化センター
／編

島根県古代文化センター

鳥取県教育委員会表彰 平成３０年度 鳥取県教育委員会
唐来家系図 山脇範子／著 [山脇範子]

乙亥正屋敷廻遺跡 第１分冊
鳥取県埋蔵文化財セン
ター／編

鳥取県埋蔵文化財センター

下坂本清合遺跡（４～８区） 第１分冊
鳥取県埋蔵文化財セン
ター／編

鳥取県埋蔵文化財センター

鳥取県立むきばんだ史跡公園年報 ２０１７
鳥取県立むきばんだ史跡
公園／編

鳥取県立むきばんだ史跡公園

妻木晩田遺跡発掘調査研究年報 ２０１８
鳥取県立むきばんだ史跡
公園／編

鳥取県教育委員会

ゆうゆう、ゆりはま 植松二郎／文 湯梨浜町産業振興課
特別史跡斎尾廃寺跡 １ 琴浦町教育委員会／編 琴浦町教育委員会
史跡米子城跡整備基本計画 米子市／編 米子市
鳥取県米子市　尾高城跡 ３ 米子市文化財団／編 米子市文化財団
鳥取県米子市　石井要害跡 １ 米子市文化財団／編 米子市文化財団
鳥取県米子市　石井要害跡 ２ 米子市文化財団／編 米子市文化財団
埋蔵文化財調査室年報 ６ 米子市文化財団
米子市埋蔵文化財センター・米子市福市考
古資料館年報

第８号（平成３０年度
版）

米子市文化財団

米子平野の考古学資料
米子市埋蔵文化財セン
ター／編

米子市文化財団

因府歴年大雑集を読む
新鳥取県史編さん委員会
近世部会／著

鳥取県

原田家「来訪賓客簿」 上 田中仁／編 鳥取大学地域学部
原田家「来訪賓客簿」 下 田中仁／編 鳥取大学地域学部
町内遺跡発掘調査報告書 平成２８・２９年度 八頭町教育委員会／編 八頭町教育委員会
町内遺跡発掘調査報告書 平成２９・３０年度 八頭町教育委員会／編 八頭町教育委員会
郡家西向田遺跡発掘調査報告書 ５（平成３０年度） 八頭町教育委員会／編 八頭町教育委員会
ゆうゆう、ゆりはま ［１］ 植松二郎／文 湯梨浜町産業振興課
ゆうゆう、ゆりはま Ｖｏｌ．２ 植松二郎／文 湯梨浜町産業振興課

新鳥取県史 近世６
鳥取県立公文書館県史編
さん室／編

鳥取県

新鳥取県史 現代１
鳥取県立公文書館県史編
さん室／編

鳥取県

＜歴・地＞

＜哲　学＞
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米子市七十八周年史 米子市／編 米子市
ＭＩＺＯＫＵＣＨＩ 溝口町役場
米子市１０周年史 米子市／編 米子市
蝦夷奇勝図巻 谷元旦／画 朝日出版

私たちの大山町
大山町地域教材作成委員
会／編

大山町教育委員会

広西大谷遺跡 鳥取市文化財団／編 鳥取市文化財団
鳥取市街地マップ 鳥取市
石に刻まれた祈り ２ 笹尾千恵子／編 米子市立山陰歴史館
米子城　城の歴史とその調査研究史 山本恭子／編 米子市立山陰歴史館
短歌でつゞる私の人生 今井敏郎／著 大山証券
私の歩んだ道 尾崎芳春／著 [尾崎芳春]
町内遺跡発掘調査報告書 平成３０年度 北栄町教育委員会

いま、なぜ蘆溝橋か 円城寺正市／編
元・支那駐屯軍歩兵第一聯隊第五中
隊戦友会

涛
小林国司記念出版委員会
／編

小林国司記念出版委員会

定例県議会付議案 平成３０年１１月 鳥取県
主要企業要覧　中国版 帝国データバンク広島支店
米子市議会定例会会議録 平成３０年９月 米子市議会

とっとり暮らし ２０１８
鳥取県元気づくり総本部元気づくり推
進局とっとり暮らし支援課

とっとりの教育 鳥取県教育委員会教育総務課
にちなん文化 第３９号 須田秀和／［ほか］編 日南町文化協会
成果事例集 鳥取県中小企業団体中央会
いずみ 第４３号 鳥取県肢体不自由児協会
いずみ 第４７号 鳥取県肢体不自由児協会
地域文化調査成果報告書 ２０１７年度 鳥取大学地域学部地域文化学科

はまなす 第５２号
鳥取市小学校長会広報部
／編

鳥取市小学校長会

鳥取県教育統計報告書 平成１６年度 鳥取県企画部統計課／編 鳥取県企画部統計課
高校ガイド 平成２７年度 鳥取県教育委員会
鳥取大学乾燥地研究センター年報 平成２９年度 鳥取大学乾燥地研究センター

国際高校生フォーラムｉｎ倉吉２０１８報告書 第１７回
鳥取県立倉吉東高等学校国際高校生
フォーラム実行委員会

性教育指導の手引 鳥取県教育委員会
鳥取県歳入歳出決算審査意見書　鳥取県
基金運用状況審査意見書　概要版

平成２９年度 鳥取県監査委員

決算審査特別委員会財政概要説明資料 平成２９年度 [鳥取県]
鳥取県公営企業会計決算審査意見書　概 平成２９年度 鳥取県監査委員
鳥取県営病院事業決算概要説明資料 平成２９年度 鳥取県病院局
鳥取県営企業会計決算概要説明資料 平成２９年度 企業局
決算概要説明資料 平成２９年度 会計管理者
決算状況報告書 平成２９年度 鳥取県
決算審査特別委員会の指摘事項に対する
対応状況　口頭指摘

平成２８年度 [鳥取県]

子育てしやすい企業み～つけた！ 平成２８年度版
鳥取県福祉保健部子育て王国推進局
子育て応援課

あなたの気持ちに寄り添いたい
鳥取県福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

あなたの未来をサポートします
鳥取県福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

勇気の一歩踏み出しませんか？
鳥取県福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

あなたの思い聞かせてください
鳥取県福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

はじめの一歩を応援します
鳥取県福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

鳥取県立米子東高等学校　学校案内 平成２９年度 鳥取県立米子東高等学校
学生募集要項 平成３１年度 鳥取県立鳥取看護専門学校
専攻科ガイド ２０１３ 鳥取短期大学
学生募集要項 平成２５年度 鳥取短期大学

地域研究発表会報告書　昭和４５年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

地域研究発表会報告書　昭和４６年度
鳥取県地域社会研究会／
編

鳥取県地域社会研究会

鳥取・島根のリーディング企業 ２０１９ メリット
高校ガイド 平成２８年度 鳥取県教育委員会
研究集録　平成２０年度 第４３集 鳥取県学校保健会養護主任部会
米子市議会臨時会会議録 平成３０年１１月 米子市議会
鳥取県立保育専門学院　創立三十周年記 鳥取県立保育専門学院
西部の社会教育 平成３０年度 西部地区社会教育担当者研究協議会

＜社　会＞
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理科研究集録　１９６９ 第５号 鳥取県高等学校教育研究会理科部会
鳥取県高等学校　産業教育近代化に関する
資料

鳥取県教育委員会

卒業論文要旨集 平成１５年度 鳥取県立農業大学校
学校教育と地域社会　アンケート調査結果
データ集

鳥取大学教育学部

学校要覧　［鳥取県立岩美高等学校］ 平成２５年度 鳥取県立岩美高等学校
学校要覧　［鳥取県立岩美高等学校］ 平成２４年度 鳥取県立岩美高等学校
学校要覧　［鳥取県立岩美高等学校］ 平成２３年度 鳥取県立岩美高等学校
学校要覧　［鳥取県立岩美高等学校］ 平成２２年度 鳥取県立岩美高等学校
学校要覧　［鳥取県立岩美高等学校］ 平成２１年度 鳥取県立岩美高等学校
ガッツではばたけ、大空へ ２００８ 鳥取県立岩美高等学校
Ｉｗａｍｉ　ｈｉｇｈ　ｓｃｈｏｏｌ　普通科　学校案内 １９９９ 鳥取県立岩美高等学校
Ｉｗａｍｉ　ｈｉｇｈ　ｓｃｈｏｏｌ　普通科　学校案内 １９９８ 鳥取県立岩美高等学校
Ｉｗａｍｉ　ｈｉｇｈ　ｓｃｈｏｏｌ　普通科　学校案内 １９９５ 鳥取県立岩美高等学校
Ｉｗａｍｉ　ｈｉｇｈ　ｓｃｈｏｏｌ　普通科　学校案内 １９９２ 鳥取県立岩美高等学校
学校要覧　［岩美高等学校］　昭和５４年度 鳥取県立岩美高等学校
学校要覧　［岩美高等学校］　昭和５３年度 鳥取県立岩美高等学校
学校要覧　［岩美高等学校］　昭和５２年度 鳥取県立岩美高等学校
学校要覧　［岩美高等学校］　昭和５１年度 鳥取県立岩美高等学校
学校要覧　［岩美高等学校］　昭和５０年度 鳥取県立岩美高等学校
学校要覧　［岩美高等学校］　昭和４１年度 鳥取県立岩美高等学校

鳥取県統計年鑑 平成３０年刊
鳥取県地域振興部統計課
／編

鳥取県地域振興部統計課

米子市議会定例会会議録 平成３０年１２月 米子市議会

鳥取県地震・津波被害想定調査報告書
鳥取県危機管理局危機管
理政策課／企画

鳥取県

１０年のあゆみ
とっとり被害者支援セン
ター設立１０周年記念誌
編集委員会／編

とっとり被害者支援センター

学徒の叫び 第４集
鳥取家政高等学校弁論部
／編

鳥取家政高等学校

新憲法と日本の民主主義 大石義雄／著 鳥取縣廣報文書課
講和問題參考資料集 鳥取縣廣報文書課

虹嶺
第２７号（平成３０年
度版）

鳥取県立岩美高等学校／
編

鳥取県立岩美高等学校

鳥取県議会会議録 平成３０年１１月定例 鳥取県議会
グリーン・パワー 鶴蒔　靖夫／著 ＩＮ通信社

鳥取市議会会議録
平成３０年第１回臨
時・１２月定例

鳥取市議会

元気いっぱい園・学校づくりのポイント集 ２ 鳥取県教育委員会事務局東部教育局

國本
第４号（平成３０年
度）

鳥取県立倉吉農業高等学
校／編

鳥取県立倉吉農業高等学校

青陵 第１８号
鳥取県立鳥取湖陵高等学
校／編

鳥取県立鳥取湖陵高等学校

紫雲
第３９号（平成３０年
度）

鳥取県立鳥取工業高等学
校／編

鳥取県立鳥取工業高等学校

東郷中学校閉校記念誌 東郷中学校／編 東郷中学校閉校式実行委員会
鳥取県立鹿野第二かちみ園　創立４０周年
記念誌

鳥取県立鹿野第二かちみ園

鳥城 第５２号 鳥取西高企画部／編 鳥取県立鳥取西高等学校

三十年の歩み
鳥取大学医学部神経精神医学教室・
鳥取大学医学部神経精神科同門会

伽羅木
第５２号（２０１８年度
版）

鳥取県小学校長会

鳥取県教育振興基本計画（案） ２０１９～２０２３ 鳥取県教育委員会

小論文・作文指導資料 第２集（平成７年度）
鳥取県立岩美高等学校小
論文・作文指導専門委員
会／編

鳥取県立岩美高等学校小論文・作文
指導専門委員会

小論文・作文指導資料
第３集（平成９年度
用）

鳥取県立岩美高等学校小
論文・作文指導専門委員
会／編

鳥取県立岩美高等学校小論文・作文
指導専門委員会

宇沢弘文記念フォーラム報告集 よなご宇沢会／編 よなご宇沢会

産文
第４７号（２０１８（平
成３０）年度）

鳥取県立鳥取商業高等学
校／編

鳥取県立鳥取商業高等学校

鳥取県高等学校定時制通信制教育７０年誌
鳥取県高等学校定時制通信制教育振
興会

ＨＯＰＥ！「障がい」と「人権」について学ぶ
ブックレット

鳥取県人権文化センター

人権学習ファシリテーター養成講座・実践講
座記録集

２０１７＆２０１８ 鳥取県人権文化センター

研究紀要　解放研究とっとり 第２１号
鳥取県人権文化センター
／編

鳥取県人権文化センター

東商信用録　山陰版 平成３０年版 東京商工リサーチ鳥取支店
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とっとり市報
平成２９年１月号（Ｎ
ｏ．１０７７）～平成３０
年１２月号（Ｎｏ．１１０

鳥取市企画推進部秘書課
広報室／編

鳥取市企画推進部秘書課広報室

乙亥正屋敷廻遺跡 第５分冊
鳥取県埋蔵文化財セン
ター／編

鳥取県埋蔵文化財センター

鳥取大学教育センター広報アゴラ
鳥取大学教育支援・国際交流推進機
構教育センター

エラベルさんいん版 ２０２０年版 東京商工リサーチ松江支店
白兎教育のあゆみ 第８号　平成３０年度 鳥取県立白兎養護学校

万葉学校文集
第１９集（平成１４年
度）

万葉学校運営委員会／編 国府町中央公民館

日中友好の旅
三朝町民友好訪中団本部
／編

鳥取県三朝町

とっとりいきいきシニアバンク　生涯現役　人
材リスト

鳥取県長寿社会課

生涯現役 ２０１８年日記 鳥取県社会福祉協議会
潮風 第３７号 『潮風』編集委員会／編 鳥取県立青谷高等学校
思索を深めて 第１回（平成５年度） 鳥取県立鳥取東高等学校
思索を深めて 第１回（平成６年度） 鳥取県立鳥取東高等学校
学習情報誌：流しびなの里　進んで学ぶ　ま
ちづくり

もちがせ生涯学習カレッジ
本部／編

もちがせ生涯学習カレッジ本部

地域調査プロジェクト報告書 １４
鳥取大学地域学部地域政
策学科地域創造コース／

鳥取大学地域学部地域政策学科地域
創造コース

鳥取県労働委員会年報 平成３０年版 鳥取県労働委員会

グローカル 第２号
鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカ
ルセンター

三朝町子育てテキスト　わが子しつけ学 三朝町生涯教育推進本部
私たちのまちの明日を考えよう：スウェーデ
ンから学ぶ

日南町総合政策課／編 日南町

「３町村の２１世紀を語る３００人の会」報告 第２回 羽合町・泊村・東郷町
「すべての人にやさしいまちづくりを語る会」
報告書

同和問題についての意識調査報告書
溝口町同和対策推進協議
会／編

溝口町同和対策推進協議会

るぽるたーじゅ Ⅱ 中山町役場／編 中山町役場
定例県議会付議案　平成３１年２月 その１ 鳥取県
定例県議会付議案　平成３１年２月 その２ 鳥取県
定例県議会付議案　平成３１年２月 その３ 鳥取県
定例県議会付議案　平成３１年２月 鳥取県
鳥取県収用委員会委員の任命について・鳥
取県男女共同参画推進員の任命について

議案第５９号～第６３
号

鳥取県

本年１０月からの消費税増税の中止を求め
る意見書

議員提出議案第２号 鳥取県

定例県議会報告事項　平成３１年２月 鳥取県

倉吉市市勢要覧 ２０１８年
倉吉市企画産業部企画課
／編

倉吉市企画産業部企画課

定例県議会付議案　平成３１年２月 鳥取県
公立鳥取環境大学研究者総覧 ２０１９ 鳥取環境大学

鳥取大学特許集 ２０１９
鳥取大学研究推進機構研
究戦略室　産学連携オフィ
ス／編

鳥取大学研究推進機構

平成２７年度指定スーパーグローバルハイ
スクール研究開発実施報告書

継続４年次 鳥取県立鳥取西高等学校

平成２７年度指定スーパーグローバルハイ
スクール生徒成果物

継続４年次 鳥取県立鳥取西高等学校

高文連とっとり
第１９号（平成３０年
度）

鳥取県高等学校文化連盟
／編

鳥取県高等学校文化連盟

翠陵
第３７号（平成３０年
度）

鳥取県立八頭高等学校／
編

鳥取県立八頭高等学校

創立九十周年記念誌
創立９０周年記念誌編集
委員会／編

鳥取県立米子南高等学校

鳥取市議会会議録 平成３１年２月定例 鳥取市議会

鳥取市地域福祉推進計画
平成２０年度～平成
２５年度

鳥取市

福祉に関する意識・実態調査報告書 平成３０年度実施
鳥取県社会福祉協議会／
編

鳥取県社会福祉協議会

鳥取県中部広域市町村圏計画実施計画書 鳥取県中部地区行政振興協議会

こちら公立鳥取環境大学環境学部です！
公立鳥取環境大学環境学
部／著

今井出版

学校便覧 〔平成２８年度〕 鳥取県教育委員会
学校便覧 〔平成２９年度〕 鳥取県教育委員会
学校便覧 〔平成３０年度〕 鳥取県教育委員会
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学生生活実態調査報告書 平成３０年度
鳥取大学学生生活支援委
員会　学生生活実態調査
専門委員会／編

鳥取大学学生部生活支援課

学校便覧 〔平成２７年度〕 鳥取県教育委員会
「一式飾り」に見る「見立て」の創造性 高橋健司／編著 鳥取大学地域学部高橋健司研究室
北米経済視察団報告書 鳥取県商工会議所連合会
最前線のスーパーティーチャーたち。 鳥取大学入学センター（学生部入試

鳥取歩兵聯隊戦友会々員名簿
鳥取聯隊会々員名簿編集
委員会／著

鳥取聯隊会

鳥取県教育関係職員録 ２０１９（令和元年度）
鳥取県教育関係職員互助
会／編

鳥取県教育関係職員互助会

米子高等学校総合美術展作品集
第２７回（平成３０年
度）

鳥取県立米子高等学校

チャレンジグループ活動ガイド 令和元年度 鳥取県立倉吉西高等学校

鳥取県歯科保健推進計画 平成３０～３５年度
鳥取県福祉保健部健康医
療局健康政策課／［編］

鳥取県

ふるさとの生物 清末忠人／著 久松文庫
自然に親しむ 清末忠人／著 [清末忠人]
自然に親しむ Ⅱ 清末忠人／著 [清末忠人]
沖縄自然観察旅行紀行文集 清末忠人／編 NHK文化センター自然観察会
沖縄自然観察旅行紀行文集 清末忠人／編 NHK文化センター自然観察会
屋久島自然観察旅行紀行文集 清末忠人／編 NHK文化センター自然観察会
隠岐・島後自然観察旅行紀行文集 清末忠人／編
尾瀬自然観察旅行紀行文集 清末忠人／編
奥出雲自然観察会旅行紀行文集 松田修三／編集責任者
隠岐・島前自然観察旅行紀行文 松田修三／編集責任者 [自然に親しむ会]
佐渡の旅　自然観察旅行 臼井瑩／編集責任者 [自然に親しむ会]
利尻・礼文島の旅　自然観察旅行 臼井瑩／編集責任者 [自然に親しむ会]
阿蘇・高千穂の旅　自然観察旅行 臼井瑩／編集責任者 [自然に親しむ会]
奄美大島の旅　自然観察旅行 臼井瑩／編集責任者 [自然に親しむ会]
奄美大島の旅　自然観察旅行 Ⅱ 臼井瑩／編集責任者 [自然に親しむ会]
鳥取の自然と文化を訪ねる旅 臼井瑩／編集責任者 [自然に親しむ会]
富山・立山・黒部の旅　自然観察旅行 臼井瑩／編集責任者 [自然に親しむ会]
三瓶山の旅　自然観察旅行 栗岡玲子／編集責任者 [自然に親しむ会]
能登半島の旅　自然観察旅行 臼井瑩／編集責任者 [自然に親しむ会]
特別展　救おう！日本の野生生物 鳥取県立博物館／編 鳥取県立博物館資料刊行会
特別展　かむ・さす・かぶれる 鳥取県立博物館／編 鳥取県立博物館資料刊行会
世界どうぶつ物語 鳥取県立博物館／編 鳥取県立博物館資料刊行会
トリピー森の大冒険 鳥取県立博物館／編 鳥取県立博物館資料刊行会

鳥取県立中央病院業績集 第３６集（２０１７）
鳥取県立中央病院業績編
集室／編

鳥取県立中央病院

疾病構造の地域特性対策専門委員会報告 第３２集 鳥取県健康対策協議会
財団創立６０周年を迎えて 日本きのこセンター／編 日本きのこセンター
自然に支えられて 清水行人／著 清水稔子
鳥取県内看護職員就業施設紹介ガイドブッ ２０１９ 鳥取県ナースセンター
鳥取県立病院年報 平成２９年度 鳥取県病院局
鳥取県がん登録事業報告書 鳥取県
高知・香川・徳島の旅　自然観察旅行 臼井瑩／編集責任者 [自然に親しむ会]
健康管理１２ヵ月 森永寛／執筆 三朝町健康対策室

看護職をめざすあなたへ 令和元年度
鳥取県福祉保健部健康医
療局医療政策課／編

鳥取県福祉保健部健康医療局医療政
策課

鳥取県看護協会史
平成２２年度～平成
３０年度

保健師助産師看護師法制
定７０周年記念事業特別
委員会記念史部会／編

鳥取県看護協会

旧美歎水源地水道施設 鳥取市教育委員会事務局文化財課
公共用水域及び地下水の水質測定計画 平成１７年度 鳥取県
水質試験年報 平成２９年度 鳥取市水道局浄水課
業務案内 ２０１８年度 鳥取県建設技術センター
発明楽 植木　賢／著 薬事日報社
カルチャー食 Ｖｏｌ．６ スペース企画
建設要覧　鳥取県版 ２０１９（平成３１年 東京商工リサーチ鳥取支店
鳥取県の道路現況 鳥取県県土整備部道路企画課

農村１６きっぷ 第２１号［２０１７］ 学生人材バンク
業務報告 平成２９年度 鳥取県林業試験場／編 鳥取県林業試験場
米川史 米川土地改良区／編 米川土地改良区
境港港湾統計年報 平成２９年 境港管理組合／編 境港管理組合
修農九十年 ２０１８ 鳥取県立農業大学校／編 鳥取県立農業大学校修農会

伯耆国「大山開山１３００年祭」報道記録集
伯耆国「大山開山１３００年祭」実行委
員会

＜工　学＞

＜産　業＞

＜自　然＞
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とっとりの農林水産業 平成３１年度版
鳥取県小学校教育研究会
社会部／執筆・編集・監修

鳥取県農林水産部農業振興戦略監
とっとり農業戦略課

中国農林水産統計年報 平成２９年～３０年
中国四国農政局統計部／
編

中国四国農政局統計部

ＪＡ鳥取県大会 第４９回 鳥取県農業協同組合中央会
業務のご報告 平成２９年度 鳥取いなば農業協同組合
大栄町の農業 大栄町役場産業課／編 大栄町役場産業課
「作業受委託システム」委託事業実績報告
書

せいぶ圏農業・農村連携システム推
進機構

事業実績報告書 平成８年度
せいぶ圏農業・農村連携システム推
進機構

事業実績報告書 平成９年度
せいぶ圏農業・農村連携システム推
進機構

事業実績報告書 平成１０年度
せいぶ圏農業・農村連携システム推
進機構

せいぶ圏農業・農村連携システム推進機構
概要

[せいぶ圏農業・農村連携システム推
進機構]

せいぶ圏農業・農村連携システム推進機構
概要

[せいぶ圏農業・農村連携システム推
進機構]

鳥取県西部圏農村活性化構想策定調査報
告書

せいぶ圏農業・農村連携システム推
進機構

広域交流で地域の活性化を
せいぶ圏農業・農村連携システム推
進機構

せいぶ圏農業・農村発展基本構想
鳥取西部広域圏農業・農
村発展構想策定委員会／

鳥取西部広域圏農業・農村発展構想
策定委員会

放牧場効率利用に関する委託事業実績報
告書

せいぶ圏農業・農村連携システム推
進機構

安心とっとり　交通安全県民運動実施要綱 ２０１９年度 鳥取県交通対策協議会
１００円循環バスくる梨　時刻表 日ノ丸自動車

市民体育祭６０周年記念誌 鳥取市教育委員会

米子市民レガッタ５０周年記念誌
米子市民レガッタ記念誌
編集委員会／編

米子市民レガッタ記念誌編集委員会

鳥取県美術展覧会 第４６回 鳥取県教育委員会
鳥取県美術展覧会 第４８回 鳥取県教育委員会
鳥取県美術展覧会 第４９回 鳥取県教育委員会

全国高等学校総合体育大会報告書 平成２８年度
平成２８年度全国高等学
校総合体育大会／編

平成２８年度全国高等学校総合体育
大会

全国高等学校総合体育大会報告書 平成２８年度

平成２８年度全国高等学
校総合体育大会鳥取県実
行委員会　鳥取市実行委
員会　米子市実行委員会
倉吉市実行委員会／編

平成２８年度全国高等学校総合体育
大会鳥取県実行委員会　鳥取市実行
委員会　米子市実行委員会　倉吉市
実行委員会

水泳 平成２５年度 鳥取県水泳連盟
倉吉アザレアのまち音楽祭 第３６回 アザレアのまち音楽祭２０１８事務局
前田寛治の芸術 前田寛治顕彰会／編 ［前田寛治顕彰会］
［記事］前田寛治回顧特輯 東邦美術学院
［記事］郷土と芸術・鳥取県特集 広論社
前田寛治遺作展出品目録 ［前田寛治顕彰会］
ゲゲゲの鬼太郎　１９６８～２０１８　アニメー
ション設定資料集

ブルジュラ

アートピアとっとり行動指針（案） 鳥取県

鳥取県文化財調査報告書 第２３集（２０１９）
鳥取県教育委員会事務局
文化財課／編

鳥取県教育委員会

北栄町美術展 第１４回 北栄町中央公民館
名探偵コナンと平成 さやわか／著 コアマガジン
児童生徒の体力つくり 平成３０年度 鳥取県教育委員会
鳥取美術家のおと 第４回展 森絵画研究所
いなば西郷「工芸の郷」フォーラム記録集 １ 西郷工芸の郷あまんじゃく
天神さん 米子市立山陰歴史館／編 米子市立山陰歴史館

あじさい
第６４集（平成３０年
度）

鳥取県小学校教育研究会国語部会

とっとり詩集 第八集　２０１８ 鳥取県現代詩人協会
実践！すぐに詠める俳句入門 石　寒太／著 日東書院本社
鳥取県川柳作家名鑑 令和元年度版 鳥取県川柳作家協会
青穂 第２９号 小山貴子／編 小山貴子
青穂 第３０号 小山貴子／編 小山貴子
青穂 第３１号 小山貴子／編 小山貴子
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＜芸　術＞
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倉吉文芸 第６３号 倉吉文芸編集委員会／編 倉吉文芸編集委員会
続・あゝボルネオ 広瀬正三／編 白鷺ボルネオ会

妖怪たちのいるところ 水木　しげる／絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
グラゼニ～パ・リーグ編～ ３ 森高　夕次／原作 講談社
四十七大戦 ５ 一二三／著 アース・スターエンターテイメント
ヒマチの嬢王 ２ 茅原　クレセ／著 小学館
妖怪 水木　しげる／著 講談社
第七官界彷徨 尾崎　翠／著 太田出版
名探偵コナン Ｖｏｌｕｍｅ９６ 青山　剛昌／著 小学館
グラゼニ～パ・リーグ編～ ４ 森高　夕次／原作 講談社
四十七大戦 ６ 一二三／著 アース・スターエンターテイメント
水木しげるの泉鏡花伝 水木しげる／著 小学館

水木しげるの妖怪えほん 水木　しげる／著 講談社

こんげでカーチャン！ １ 川／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ゲゲゲの鬼太郎 １０ 水木　しげる／著 講談社
ゲゲゲの鬼太郎 １２ 水木　しげる／著 講談社
水木しげるの異界探訪記 水木　しげる／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ゲゲゲの鬼太郎 １３ 水木　しげる／著 講談社
ダ・ヴィンチ ２０１９年５月号 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
名探偵コナンシネマガジン ２０１９ 青山　剛昌／原作 小学館
劇場版名探偵コナンゼロの執行人原画・設
定資料集

青山　剛昌／著作・原作
者

小学館

名探偵コナン灰原哀シークレットアーカイブ 青山　剛昌／著・原作 小学館
けだまのゴンじろー １ ながとし　やすなり／著 小学館

天の法廷 徳永圀典／著 徳永日本学研究所
放浪の王子の図書館 富田広樹／著 北九州市立大学文学部比較文化学科

佐藤一斎先生「言志録」 徳永圀典／解説 徳永日本学研究所

壊れたビーナス像　自叙伝 久野勲／著 [久野勲]
鳥取県の山 藤原　道弘／著 山と溪谷社
リヤカー引いてアフリカ縦断 吉田　正仁／著 小学館クリエイティブ
評伝　佐川春水 森悟／著 今井出版（発売）

壊されつつあるこの国の未来 辛坊　治郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
教師のための「ペップトーク」入門 三森　啓文／著 明治図書出版
保険審査Ｑ＆Ａ ２０１８－１９年版 橋本　巖／著 医学通信社
一つ山のきつね 菊池かおる／文・絵 ＱＵＯＮ
象徴としての日本国憲法 深田　哲士／著 幻冬舎メディアコンサルティング
大マスコミが絶対書けない事この本読んだら
ええねん！

辛坊　治郎／著 光文社

小学校「物語づくり」学習の指導 浜本純逸／監修 渓水社
これで万全！！２０１９年１０月消費増税・軽
減税率対策

芹澤　光春／編著 ぎょうせい

子どもを幸せにする遺言書 倉敷　昭久／著 青春出版社

アシナガバチ 田淵行男／著 講談社
女性力を高める薬膳ごはん 鳥海明子／著 マイナビ
計算分子生物学 田中　成典／著 内田老鶴圃

＜工　学＞

＜自　然＞

＜社　会＞

＜総　記＞

＜哲　学＞

＜歴・地＞

＜工　学＞

＜芸　術＞

【 県人Ｈ 】

＜芸　術＞

【県人漫Ｈ】

＜社　会＞

【 県人漫 】
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Ｆｕｓｉｏｎ　３６０操作ガイド
２０１９年版ベーシッ
ク編

三谷　大暁／共著 カットシステム

Ｆｕｓｉｏｎ　３６０操作ガイド
２０１９年版アドバン
ス編

三谷　大暁／共著 カットシステム

Ｆｕｓｉｏｎ　３６０操作ガイド
２０１９年版スーパー
アドバンス編

三谷　大暁／共著 カットシステム

Ｆｕｓｉｏｎ　３６０操作ガイド
２０１９年版ＣＡＭ・切
削加工編１

三谷　大暁／共著 カットシステム

Ｆｕｓｉｏｎ　３６０操作ガイド
２０１９年版ＣＡＭ・切
削加工編２

三谷　大暁／共著 カットシステム

きみはぱぱがすき？ つむぱぱ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
いつもの野菜で新しいひと皿 カノウ　ユミコ／著 文化学園文化出版局

「市」に立つ 山本　志乃／著 創元社

水木しげる 河出書房新社
クルベエ 前田寛治／著 アルス
山の季節 田淵行男／著 朝日新聞社
流麗彩美 木村仁愛／著 [木村仁愛]
「決定力」に差がつく！バレーボールアタッ
カー最強のポイント５０

山本　隆弘／監修 メイツ出版

いろいろくにのいろいろさん かわにし　よしと／作・絵 鈴木出版
日本代表ヘッドコーチが教えるスポーツクラ
イミングテクニック＆トレーニング

安井　博志／監修 日東書院本社

石山ヨシエ集 石山ヨシエ／著 俳人協会
國風暗黑時代の文學 上 小島　憲之／著 塙書房
國風暗黑時代の文學 中－中 小島　憲之／著 塙書房
ここからの一歩 細田美緒乃／著 日本写真出版
春月をうたう愛と望郷の旋律 生田春月／［著］ 春月会
ことのはロジック 皆藤　黒助／著 講談社
追鬼 畑中経之／著 伯州企画
ｓｐａｃｅ １４５ ふたば工房
銀色の少年 吉野恭治／著 ［吉野恭治］

＜芸　術＞

＜文　学＞

＜産　業＞
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