
書名 著者名 資料ID

＋１ｃｍ（イッセンチ）　ＩＤＥＡ キム　ウンジュ／文 121698827

おがっちの韓国さらん本 おがっち／著 120961838

サランヘ！胸キュン韓国ドラマＯＳＴ（オリジナルサウンドトラック）ＢＯＯＫ 121365426

ときめき韓国語入門 石田　美智代／著 121322980

はじめての韓国伝統茶 李映林／著 116926661

フィフティ・ピープル チョン　セラン／著 120707991

ペク先生のやみつき韓国ごはん ペク　ジョンウォン／著 121466067

基礎からレッスンはじめての韓国語 ちょん　ひょんしる／著 120224863

僕の狂ったフェミ彼女 ミン　ジヒョン／著 121718954

おかしなおきゃくさま ペク　ヒナ／作 121015459

お月さんのシャーベット ペク　ヒナ／作 121455939

鳥取県立図書館 環日本海交流室コーナー
秋期借受資料一覧

★鳥取大学の学生・教職員に限り貸出可能です。
★1度に2冊まで貸出可能です（附属図書館資料の貸出上限とは別）
★貸出期間は2週間です。延長はできません。
★自動貸出機はご利用いただけません。貸出の際はカウンターへお越しください。
★資料入れ換え準備のため、12月21日（水）から貸出を停止します（館内での閲覧は可能です）
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天女かあさん ペク　ヒナ／作 120172484

マンヒのいえ クォン・ユンドク／絵と文 113519261

ふしぎなしろねずみ チャンチョルムン／文 119118456

ハンヒの市場めぐり カン・ジョンヒ／作 118960701

Ｃｅｃｉ 2017.10 152752427

Ｋｏｒｅａｎ　ｃｕｌｔｕｒｅ　ｉｎ　１００　ｋｅｙｗｏｒｄｓ Ｃｈｏ　Ｙｏｎｇ－ｈｅｅ/著 121410180

ＮＹＬＯＮ　ＫＯＲＥＡ 2019.11 152941591

Ｗ　ＫＯＲＥＡ 2022.06 153168722

シネ２１ 2022.08.09-08.16 153178789

ハンギョレ２１ 2022.09.05 153181104

マンヒのいえ【Ｈ】만희네집 권윤덕／作 116479712

공룡 Ｄａｎ　Ｋａｉｎｅｎ／作 121253754

그림 한국지리백과 민병준／作 117920218

꽃을 보듯 너를 본다 나태주／著 120403525

달 샤베트 백희나／著 119801771

幸せいっぱいの家 2022.04 153151892

時事ジャーナル 2022.08.30 153179779
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良い考え 2022.06 153168706

버스데이 걸 Ｈａｒｕｋｉ　Ｍｕｒａｋａｍｉ／著 121144458

아삭 아삭 김치 & 달콤 짭짜름한 장아찌 박 종임／著 121253896

아홉 살 마음 사전 박성우／文 120403632

어쩌면 별들이 너의 슬픔을 가져갈지도 몰라　：　 김용택의 꼭 한번 필사하고 싶은 시김용택／著 120403319

우리는 몇 촌일까 문정옥 ／著 119473986

이상한 손님 백희나／著 121251477

이상한 엄마 백희나／作 120396604

지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식：1 채사장／著 121245438

하우스 인테리어 121254075

한국에 온 괴짜 노인 그럼프 Tuomas　Kyrö／著 121253938

한이네 동네 시장 이야기 강전희／作 121423282

흰　쥐　이야기 장　철문／著 119205543
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中国茶で、おとな時間 伊藤　悠美子／著 121726261

中国語初歩の初歩 川原祥史／著 119493711

深奥的中国 国立民族学博物館／編 117058308

寿司ネタの魚がわかる本 野村　祐三／著 120182525

はじめての中国語 野村邦近／著 119283038

楽しい動物の切り紙 殷占堂／編 118836363

雨に呼ぶ声 余　華／著 121315496

移動迷宮 飛気／〔ほか著〕 121456803

月の光 ケン・リュウ／編 121079167

とりかえっこ さとうわきこ／作 118585847

はじめての中国結び 櫻井薫／著 119205642

インスタントラーメンが海を渡った日 村山俊夫／著 119540444

ゼミナール中国文化：服飾編 華　梅／著 120159771

ｓｏｎｏ　ｐｏｊａｇｉ　ｗｏｒｋｓ 園田　鶴代／著 120639177

ＴＲＡＮＳＩＴ 2019/Ｗｉｎｔｅｒ 152948299
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吉祥剪纸：寿诞篇 连德林／編著 119785353

兄弟：上 余华／著 116513378

月亮，晚上好 Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ／文・絵 119319626

在森林裡 Ｍａｒｉｅ　Ｈａｌｌ　Ｅｔｓ／文・図 114125761

重阳 杨琳／著 119785040

森林大會 Ｍａｒｉｅ　Ｈａｌｌ　Ｅｔｓ／文・図 114125845

赤壁：上 老克／著 117111180

知中：一本読懂！山海経：６ 罗威尔／編 120912102

武士道 Ｉｎａｚｏ　Ｎｉｔｏｂｅ／著 117077472

老鼠娶新娘 张玲玲／著 118018442

娑婆气 Ｍｅｇｕｍｉ　Ｈａｔａｎａｋａ／著 118978746

实用生活日本语 Ｋｅｉｋｏ　Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ／主編 119308330

换一换 佐藤和贵子／文 117101587

民間故事選刊 2022.05上 153169563

亜洲週刊 2022.08.29-09.04 153181618

家庭　Ｆａｍｉｌｙ 2022.09/上 153181295

児童時代 2022.07 153173722
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大衆電影 2022.03 153141553

大衆電影 2022.07 153171932

知日 54 152888262

学生が見た台湾社会：2019 121162500

すごいぞ台湾 121420891

ねずみのおよめいり モニカ・チャン／文 117976427

程さんの「毎日食べたい」台湾料理 程一彦／著 119830142

台北プライベートアイ 紀　蔚然／著 121497841

妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻志：妖鬼神遊巻 何敬堯／著 120671816

東アジアのフィールドを歩く 李泳采／編著 119243875

台
湾
・
東
南
ア
ジ
ア



シャネルＮｏ５の謎 大野斉子／著 119563602

キクタンロシア語会話：入門編 猪塚　元／著 120520871

はじめに財布が消えた… マーシャ・トラウブ／ほか著 120752319

基礎からレッスンはじめてのロシア語 柚木　かおり／著 120935682

一冊でわかるロシア史 関　眞興／著 121328606

ロシア・アヴァンギャルドのデザイン 海野弘／解説★監修 119671927

ロシアのクリスマス物語 イワン・シメリョフ／〔ほか〕著 117043235

ロシア料理 荻野恭子／著 115623764

マトリョーシカ大図鑑 沼田元氣／写真・文 118893308

新訳チェーホフ短篇集 アントン・パーヴロヴィチ・チェーホフ／著 118259840

青森リンゴが開拓したロシア市場 丹野大／著 118288608

アムールトラを追う 福田俊司／著 119017061

南京虫 ウラジーミル・マヤコフスキイ／原作 119811118

プーシキンの恋 都築政昭／著 119687410

猫のユーユー アレクサンドル・クプリーン／著 121104437

Мурзилка 2020.03 153024594

Филя 2019.05 152958629
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