
受入日 資料ＩＤ タイトル サブタイトル 著者名 著者区分出版者 ページ数サイズ 定価 受入区分請求記号2015/1/27 65053 書き出し小説 天久　聖一 編 新潮社 １９１ｐ １９ｃｍ ¥1,100 購入 492015/1/22 65019 「甘え」の構造 増補普及版 土居　健郎 著 弘文堂 ３１８ｐ １９ｃｍ ¥1,300 購入  146 ﾄ2015/1/22 65025 まんがでわかる７つの習慣　４ 第６の習慣／第７の習慣／第８の習慣小山　鹿梨子 マンガ 宝島社 １５８ｐ １９ｃｍ ¥1,000 購入  159 42015/1/7 64946 多眼思考 モノゴトの見方を変える３００の言葉！ちきりん 著 大和書房 ２８５ｐ １８ｃｍ ¥1,000 購入  159 ﾁ2015/1/7 64951 人生はＺＯＯっと楽しい！ 毎日がとことん楽しくなる６５の方法水野　敬也 著 文響社 １冊（ページ付なし）１９ｃｍ ¥1,400 購入 1592015/1/22 65024 まんがでわかる７つの習慣　３ 第３の習慣／第４の習慣／第５の習慣小山　鹿梨子 マンガ 宝島社 １５８ｐ １９ｃｍ ¥1,000 購入  159 32015/1/22 65023 まんがでわかる７つの習慣　２ パラダイムと原則／第１の習慣／第２の習慣小山　鹿梨子 マンガ 宝島社 １５８ｐ １９ｃｍ ¥1,000 購入  159 22015/1/22 65022 まんがでわかる７つの習慣　〔１〕 小山　鹿梨子 マンガ 宝島社 １７５ｐ １９ｃｍ ¥1,000 購入  159 12015/1/9 64993 キリスト教入門 岩波ジュニア新書　７９２山我　哲雄 著 岩波書店 ２３６，６ｐ１８ｃｍ ¥860 購入  190 ﾔ2015/1/30 65104 池上彰の現代史授業　昭和編３ ２１世紀を生きる若い人たちへ池上　彰 監修・著ミネルヴァ書房４７ｐ ２７ｃｍ ¥1,600 購入  210.7 ｲ 32015/1/30 65105 池上彰の現代史授業　昭和編４ ２１世紀を生きる若い人たちへ池上　彰 監修・著ミネルヴァ書房４７ｐ ２７ｃｍ ¥1,600 購入  210.7 ｲ 42015/1/30 65102 池上彰の現代史授業　昭和編１ ２１世紀を生きる若い人たちへ池上　彰 監修・著ミネルヴァ書房４７ｐ ２７ｃｍ ¥1,600 購入  210.7 ｲ 12015/1/30 65103 池上彰の現代史授業　昭和編２ ２１世紀を生きる若い人たちへ池上　彰 監修・著ミネルヴァ書房４７ｐ ２７ｃｍ ¥1,600 購入  210.7 ｲ 22015/1/22 65020 我が闘争 堀江　貴文 著 幻冬舎 ３５７ｐ １９ｃｍ ¥1,400 購入  289.1 ﾎ2015/1/9 64977 地球の歩き方　Ｄ１０ 台湾 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社４１１ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64975 地球の歩き方　Ｃ１０ ニュージーランド 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社５０５ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64974 地球の歩き方　Ｂ２１ ブラジル 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社４３９ｐ ２１ｃｍ ¥2,000 購入 2902015/1/27 65060 今がわかる時代がわかる世界地図　２０１５年版 ＳＥＩＢＩＤＯ　ＭＯＯＫ 成美堂出版編集部 編 成美堂出版 ２７１ｐ ３０ｃｍ ¥1,600 購入 2902015/1/9 64973 地球の歩き方　Ｂ２０ 中米 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社４０８ｐ ２１ｃｍ ¥1,900 購入 2902015/1/9 64971 地球の歩き方　Ｂ１６ カナダ 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社５７６ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64970 地球の歩き方　Ｂ０１ アメリカ 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社７３１ｐ ２１ｃｍ ¥1,800 購入 2902015/1/9 64978 地球の歩き方　Ｄ１２ 韓国 「地球の歩き方」編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社５２８ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64972 地球の歩き方　Ｂ１９ メキシコ 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社４４１ｐ ２１ｃｍ ¥1,800 購入 2902015/1/9 64979 地球の歩き方　Ｄ１５ 中央アジア　サマルカンドとシルクロードの国々地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社２６２ｐ ２１ｃｍ ¥1,900 購入 2902015/1/9 64980 地球の歩き方　Ｄ１７ タイ 『地球の歩き方』編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社５５３ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64981 地球の歩き方　Ｄ２０ シンガポール 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社３９６ｐ ２１ｃｍ ¥1,500 購入 2902015/1/9 64982 地球の歩き方　Ｄ２５ インドネシア 『地球の歩き方』編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社５０７ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64983 地球の歩き方　Ｄ２７ フィリピン 「地球の歩き方」編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社４０８ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64969 地球の歩き方　Ａ３１ ロシア 「地球の歩き方」編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社５９５ｐ ２１ｃｍ ¥1,900 購入 2902015/1/9 64985 地球の歩き方　Ｅ０１ ドバイとアラビア半島の国々地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社４１０ｐ ２１ｃｍ ¥1,900 購入 2902015/1/9 64986 地球の歩き方　Ｅ０９ 東アフリカ 『地球の歩き方』編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社４３９ｐ ２１ｃｍ ¥1,900 購入 2902015/1/9 64987 地球の歩き方　Ｅ１０ 南アフリカ 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社４２５ｐ ２１ｃｍ ¥1,900 購入 2902015/1/9 64984 地球の歩き方　Ｄ２８ インド 『地球の歩き方』編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社６３３ｐ ２１ｃｍ ¥1,800 購入 2902015/1/9 64961 地球の歩き方　Ａ０２ イギリス 「地球の歩き方」編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社６１６ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64968 地球の歩き方　Ａ２５ 中欧 「地球の歩き方」編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社５６８ｐ ２１ｃｍ ¥1,800 購入 2902015/1/9 64960 地球の歩き方ａｒｕｃｏ　２１ スペイン 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社１９１ｐ ２０ｃｍ ¥1,200 購入 2902015/1/9 64976 地球の歩き方　Ｃ１１ オーストラリア 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社６８１ｐ ２１ｃｍ ¥1,800 購入 2902015/1/9 64962 地球の歩き方　Ａ０６ フランス 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社５５１ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64967 地球の歩き方　Ａ２９ 北欧 「地球の歩き方」編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社５６８ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64964 地球の歩き方　Ａ１４ ドイツ 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社５５２ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/9 64965 地球の歩き方　Ａ１９ オランダ・ベルギー・ルクセンブルク『地球の歩き方』編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社４４３ｐ ２１ｃｍ ¥1,600 購入 2902015/1/9 64966 地球の歩き方　Ａ２３ ポルトガル 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社３６１ｐ ２１ｃｍ ¥1,600 購入 2902015/1/9 64963 地球の歩き方　Ａ０９ イタリア 「地球の歩き方」編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社６０９ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 2902015/1/27 65059 今がわかる時代がわかる日本地図　２０１５年版 ＳＥＩＢＩＤＯ　ＭＯＯＫ 成美堂出版編集部 編 成美堂出版 ２５５ｐ ３０ｃｍ ¥1,600 購入 2912015/1/30 65091 現代アラブの社会思想 終末論とイスラーム主義池内　恵 著 講談社 ２５１ｐ １８ｃｍ ¥680 購入  302 ｲ2015/1/27 65058 ２１世紀の資本 トマ・ピケティ 著 みすず書房 ６０８，９８ｐ２２ｃｍ ¥5,500 購入  331 ﾋ2015/1/7 64947 日本最大のビジネススクールで教えているＭＢＡの超基本マンガ かんべ　みのり 著 東洋経済新報社１２７ｐ １９ｃｍ ¥1,200 購入  336 ｶ2015/1/9 64988 タックス・イーター 消えていく税金 志賀　桜 著 岩波書店 ２００ｐ １８ｃｍ ¥780 購入  342 ｼ2015/1/30 65099 妄想彼女 頭の中で作りあげた僕の恋人地主　恵亮 著 鉄人社 １２５ｐ ２１ｃｍ ¥1,200 購入  367 ｼ2015/1/7 64954 あなたを自殺させない 命の相談所「蜘蛛の糸」佐藤久男の闘い中村　智志 著 新潮社 ３０２ｐ ２０ｃｍ ¥1,500 購入  368 ﾅ2015/1/9 64989 復興〈災害〉 阪神・淡路大震災と東日本大震災塩崎　賢明 著 岩波書店 １９７ｐ １８ｃｍ ¥780 購入  369 ｼ2015/1/9 64994 スギナの島留学日記 岩波ジュニア新書　７９３渡辺　杉菜 著 岩波書店 １８７ｐ １８ｃｍ ¥800 購入  371 ﾜ



2015/1/30 65082 ひとはなぜ服を着るのか ちくま文庫　わ８－３ 鷲田　清一 著 筑摩書房 ３０２ｐ １５ｃｍ ¥760 購入  383 ﾜ2015/1/7 64949 〈ルポ〉かわいい！ 竹久夢二からキティちゃんまで青柳　絵梨子 著 寿郎社 ２４１ｐ ２０ｃｍ ¥1,800 購入  384 ｱ2015/1/7 64944 おうちで楽しむ日本の行事 正月飾り、ひな祭りにちらし寿司　お盆の迎え火、野点日和　カボチャとゆず湯…広田　千悦子 著 三笠書房 １７３ｐ １５ｃｍ ¥600 購入  386 ﾋ2015/1/7 64957 数学の世界 知れば知るほど興味深い ニュートンプレス１５７ｐ ２８ｃｍ ¥2,300 購入 4102015/1/7 64955 日本の七十二候を楽しむ 旧暦のある暮らし 白井　明大 文 東邦出版 ２１５ｐ ２１ｃｍ ¥1,600 購入  449 ｼ2015/1/30 65097 絵でわかる感染症 ｗｉｔｈもやしもん 岩田　健太郎 著 講談社 ２２７ｐ ２１ｃｍ ¥2,200 購入  493 ｲ2015/1/30 65101 栄養素キャラクター図鑑 たべることがめちゃくちゃ楽しくなる！田中　明 監修 日本図書センター７９ｐ ２１ｃｍ ¥1,500 購入 4982015/1/30 65095 拳銃百科 図説マニアックス　１ 安田　誠 著 幻冬舎コミックス１５９ｐ １９ｃｍ ¥1,200 購入  559 ﾔ2015/1/30 65096 武器百科 図説マニアックス　５ 安田　誠 著 幻冬舎コミックス１９１ｐ １９ｃｍ ¥1,400 購入  559 ﾔ2015/1/7 64950 フランス人は１０着しか服を持たない パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣ジェニファー・Ｌ．スコット著 大和書房 ２３９ｐ １９ｃｍ ¥1,400 購入  590 ｽ2015/1/9 64990 農山村は消滅しない 岩波新書　新赤版　１５１９小田切　徳美 著 岩波書店 ２４２ｐ １８ｃｍ ¥780 購入  611 ｵ2015/1/22 65018 うなぎ一億年の謎を追う 科学ノンフィクション 塚本　勝巳 著 学研教育出版１９９ｐ ２２ｃｍ ¥1,400 購入  664 ﾂ2015/1/9 64992 ＮＨＫ 危機に立つ公共放送 松田　浩 著 岩波書店 ２３５，１０ｐ１８ｃｍ ¥820 購入  699 ﾏ2015/1/7 64958 バムとケロのにちようび 島田　ゆか 作／絵 文渓堂 １冊 ２２×２８ｃｍ¥1,456 購入 E 726 ｼ2015/1/22 65021 むしのほん エドワード・ゴーリー 著 河出書房新社１冊（ページ付なし）１９ｃｍ ¥1,000 購入 E 726 ｺ2015/1/7 64959 バムとケロのそらのたび 島田　ゆか 作／絵 文渓堂 １冊 ２２×２８ｃｍ¥1,456 購入 E 726 ｼ2015/1/9 64991 学校で教えてくれない音楽 岩波新書　新赤版　１５２０大友　良英 著 岩波書店 ２３０ｐ １８ｃｍ ¥780 購入  760 ｵ2015/1/22 65027 ニッポンの音楽 講談社現代新書　２２９６佐々木　敦 著 講談社 ２８６ｐ １８ｃｍ ¥800 購入  764 ｻ2015/1/15 64996 普通の子どもたちをできる子にする怒らない教え方 屋比久　勲 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ１７５ｐ １９ｃｍ ¥1,500 購入  764 ﾔ2015/1/7 64956 淡々黙々。 内田　篤人 著 幻冬舎 ２７６ｐ ２１ｃｍ ¥1,600 購入 783.42015/1/27 65057 朝日キーワード　２０１６ 朝日新聞出版 編 朝日新聞出版２８６ｐ ２１ｃｍ ¥1,200 購入 8132015/1/22 65017 〈図解〉まるわかり時事用語　２０１５→２０１６年版 世界と日本の最新ニュースが一目でわかる！ニュース・リテラシー研究所編著 新星出版社 ２４，１４３ｐ２６ｃｍ ¥1,000 購入 8142015/1/30 65100 レポート・論文の書き方入門 第３版 河野　哲也 著 慶応義塾大学出版会１１６ｐ ２１ｃｍ ¥1,000 購入  816 ｺ2015/1/15 65010 はじめての中国語 発音の基礎から日常会話まで学べる野村　邦近 著 ナツメ社 ２１５ｐ ２１ｃｍ ¥1,600 購入  820 ﾉ2015/1/15 65001 ベトナム語のしくみ 新版 田原　洋樹 著 白水社 １４６ｐ １９ｃｍ ¥1,400 購入  829 ﾀ2015/1/15 65003 トルコ語のしくみ 新版 吉村　大樹 著 白水社 １４６ｐ １９ｃｍ ¥1,700 購入  829 ﾖ2015/1/15 65007 モンゴル語のしくみ 温品　廉三 著 白水社 １４４ｐ １９ｃｍ ¥1,800 購入  829 ﾇ2015/1/15 65009 はじめての韓国語 日常会話から文法まで学べる李　昌圭 著 ナツメ社 ２５５ｐ ２１ｃｍ ¥1,600 購入  829 ﾘ2015/1/15 65006 フィリピノ語のしくみ 下平　英輝 著 白水社 １４４ｐ １９ｃｍ ¥1,800 購入  829 ｼ2015/1/15 65011 文法からマスター！はじめてのタイ語 荘司　和子 著 ナツメ社 １９１ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入  829 ｼ2015/1/15 65002 インドネシア語のしくみ 新版 降幡　正志 著 白水社 １４６ｐ １９ｃｍ ¥1,500 購入  829 ﾌ2015/1/15 65013 文法からマスター！はじめてのドイツ語 小野寺　賢一 著 ナツメ社 １９１ｐ ２１ｃｍ ¥1,300 購入  845 ｵ2015/1/15 65004 オランダ語のしくみ 新版 清水　誠 著 白水社 １４６ｐ １９ｃｍ ¥1,700 購入  849 ｼ2015/1/15 65012 文法からマスター！はじめてのフランス語 塚越　敦子 著 ナツメ社 １９１ｐ ２１ｃｍ ¥1,300 購入  855 ﾂ2015/1/15 65015 はじめてのスペイン語 よくわかる 山内　路江 著 ナツメ社 ２２２ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 8602015/1/15 65008 ポルトガル語のしくみ 市之瀬　敦 著 白水社 １４４ｐ １９ｃｍ ¥1,600 購入  869 ｲ2015/1/15 65014 はじめてのイタリア語 日常会話から文法まで学べる山内　路江 著 ナツメ社 ２５５ｐ ２１ｃｍ ¥1,700 購入 8702015/1/15 65016 はじめてのロシア語 よくわかる 藻利　佳彦 著 ナツメ社 １９１ｐ ２１ｃｍ ¥1,900 購入  880 ﾓ2015/1/15 65005 ラテン語のしくみ 新版 小倉　博行 著 白水社 １４６ｐ １９ｃｍ ¥1,600 購入  892 ｵ2015/1/29 65070 生まれてバンザイ 俵　万智 作 童話屋 １５３ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.1 ﾀ2015/1/29 65062 啄木のうた 石川　啄木 著 童話屋 １５７ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.1 ｲ2015/1/29 65080 ポケット川柳 西木　空人 編著 童話屋 １５８ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入 911.42015/1/29 65064 わたくしたちの成就 茨木　のり子 詩 童話屋 １３３ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ｲ2015/1/29 65066 かへろが鳴くからかぁへろ 北原　白秋 詩 童話屋 １５７ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ｷ2015/1/29 65067 すてきなひとりぼっち 谷川　俊太郎 詩 童話屋 １５８ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ﾀ2015/1/29 65068 ぼくはぼく 谷川　俊太郎 詩 童話屋 １４９ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ﾀ2015/1/29 65069 ふじさんとおひさま たにかわ　しゅんたろう詩 童話屋 １２３ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ﾀ2015/1/29 65061 レモンとねずみ 石垣　りん 詩 童話屋 １５７ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ｲ2015/1/29 65072 だましてください言葉やさしく 永瀬　清子 作 童話屋 １５９ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ﾅ2015/1/29 65063 女がひとり頬杖をついて 茨木　のり子 詩 童話屋 １５８ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ｲ2015/1/29 65073 汚れっちまった悲しみに… 中原　中也 詩 童話屋 １７３ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ﾅ2015/1/29 65074 ぼくがここに まど　みちお 詩 童話屋 １５１ｐ １６ｃｍ ¥1,150 購入  911.5 ﾏ2015/1/29 65075 くまさん まど　みちお 作 童話屋 １４７ｐ １６ｃｍ ¥950 購入  911.5 ﾏ



2015/1/29 65076 桃の花が咲いていた 山之口　貘 詩 童話屋 １５７ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ﾔ2015/1/29 65077 おうい雲よゆうゆうと馬鹿にのんきさうぢやないか 山村　暮鳥 詩 童話屋 １５７ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ﾔ2015/1/29 65078 もんぐら、もんぐらいい季節になつたもんだな 山村　暮鳥 詩 童話屋 １５７ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ﾔ2015/1/29 65079 生きていてほしいんです 戦争と平和 田中　和雄 編 童話屋 １５７ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入 911.52015/1/29 65071 船出 辻　征夫 詩 童話屋 １５７ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ﾂ2015/1/29 65065 きみが好きだよ 大木　実 詩 童話屋 １５９ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.5 ｵ2015/1/29 65081 大志の歌 童話の学校校歌・寮歌安野　光雅 作 童話屋 １５７ｐ １６ｃｍ ¥1,250 購入  911.6 ｱ2015/1/30 65093 億男 川村　元気 著 マガジンハウス２４３ｐ ２０ｃｍ ¥1,400 購入  913.6 ｶ2015/1/22 65030 コップクラフト　３ ＤＲＡＧＮＥＴ　ＭＩＲＡＧＥ　ＲＥＬＯＡＤＥＤ賀東　招二 著 小学館 ２３９ｐ １５ｃｍ ¥571 購入  913.6 ｶ 32015/1/22 65029 コップクラフト　２ ＤＲＡＧＮＥＴ　ＭＩＲＡＧＥ　ＲＥＬＯＡＤＥＤ賀東　招二 著 小学館 ２６９ｐ １５ｃｍ ¥590 購入  913.6 ｶ 22015/1/22 65028 コップクラフト　〔１〕 ＤＲＡＧＮＥＴ　ＭＩＲＡＧＥ　ＲＥＬＯＡＤＥＤ賀東　招二 著 小学館 ２９９ｐ １５ｃｍ ¥600 購入  913.6 ｶ 12015/1/22 65026 東京喰種（グール）〈日々〉 Ｎｏｖｅｌ 石田　スイ 原作 集英社 ２５６ｐ １９ｃｍ ¥760 購入  913.6 ﾄ 12015/1/7 64953 図書館奇譚 村上　春樹 著 新潮社 ７５ｐ ２０ｃｍ ¥1,800 購入  913.6 ﾑ2015/1/7 64952 夢をかなえるゾウ　３ ブラックガネーシャの教え水野　敬也 著 飛鳥新社 ４３３ｐ １９ｃｍ ¥1,500 購入  913.6 ﾐ 32015/1/30 65083 犬とハモニカ 新潮文庫　え－１０－１８江国　香織 著 新潮社 ２０３ｐ １６ｃｍ ¥460 購入  913.6 ｴ2015/1/30 65084 人面瘡 角川文庫 横溝　正史 著 角川書店 ３５３ｐ １５ｃｍ ¥544 購入  913.6 ﾖ2015/1/22 65032 夜魔 奇 甲田　学人 著 アスキー・メディアワークス２８９ｐ １５ｃｍ ¥570 購入  913.6 ｺ2015/1/30 65092 アオハライド 映画ノベライズ 咲坂　伊緒 原作 集英社 １７１ｐ １８ｃｍ ¥640 購入  913.6 ｼ2015/1/22 65033 夜魔 怪 甲田　学人 著 アスキー・メディアワークス２４７ｐ １５ｃｍ ¥530 購入  913.6 ｺ2015/1/30 65094 絶唱 湊　かなえ 著 新潮社 ２４９ｐ ２０ｃｍ ¥1,400 購入  913.6 ﾐ2015/1/7 64942 神様の御用人　３ メディアワークス文庫　あ５－７浅葉　なつ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ３０６ｐ １５ｃｍ ¥570 購入  913.6 ｱ 32015/1/7 64941 神様の御用人　２ メディアワークス文庫　あ５－６浅葉　なつ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ２７４ｐ １５ｃｍ ¥550 購入  913.6 ｱ 22015/1/7 64940 神様の御用人　〔１〕 メディアワークス文庫　あ５－５浅葉　なつ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ２８４ｐ １５ｃｍ ¥570 購入  913.6 ｱ 12015/1/7 64939 翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件麻耶　雄嵩 著 講談社 ４７５ｐ １５ｃｍ ¥680 購入  913.6 ﾏ2015/1/7 64938 連城三紀彦レジェンド 傑作ミステリー集 連城　三紀彦 著 講談社 ３１７ｐ １５ｃｍ ¥590 購入  913.6 ﾚ2015/1/7 64937 心霊探偵八雲　９ 角川文庫　か５１－１３神永　学 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ４５５ｐ １５ｃｍ ¥680 購入  913.6 ｶ 92015/1/7 64936 月島慕情 文春文庫　あ３９－９ 浅田　次郎 著 文芸春秋 ３１９ｐ １６ｃｍ ¥543 購入  913.6 ｱ2015/1/7 64935 ビブリア古書堂の事件手帖　６ メディアワークス文庫　み４－６三上　延 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ３１５ｐ １５ｃｍ ¥570 購入  913.6 ﾐ 62015/1/7 64934 えどさがし しゃばけ外伝 畠中　恵 著 新潮社 ３２９ｐ １６ｃｍ ¥550 購入  913.6 ﾊ2015/1/30 65098 気障でけっこうです 小嶋　陽太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ２９４ｐ １９ｃｍ ¥1,300 購入  913.6 ｺ2015/1/7 64948 転生したらスライムだった件　３ ＧＣ　ＮＯＶＥＬＳ 伏瀬 著 マイクロマガジン社３２２ｐ １９ｃｍ ¥1,000 購入  913.6 ﾌ 32015/1/27 65056 悲嘆の門　下 宮部　みゆき 著 毎日新聞社 ３９３ｐ ２０ｃｍ ¥1,600 購入  913.6 ﾐ 22015/1/27 65045 ここで死神から残念なお知らせです。 新潮文庫ｎｅｘ　え－２５－１榎田　ユウリ 著 新潮社 ２５９ｐ １６ｃｍ ¥550 購入  913.6 ｴ2015/1/27 65046 時槻風乃と黒い童話の夜　〔第１集〕 メディアワークス文庫　こ１－２甲田　学人 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ２９３ｐ １５ｃｍ ¥570 購入  913.6 ｺ 12015/1/27 65047 時槻風乃と黒い童話の夜　第２集 メディアワークス文庫　こ１－３甲田　学人 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ２７２ｐ １５ｃｍ ¥590 購入  913.6 ｺ 22015/1/27 65050 異人館画廊 盗まれた絵と謎を読む少女谷　瑞恵 著 集英社 ２８５ｐ １５ｃｍ ¥560 購入  913.6 ﾀ2015/1/27 65051 この闇と光 角川文庫　は１０－４ 服部　まゆみ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ３０２ｐ １５ｃｍ ¥560 購入  913.6 ﾊ2015/1/27 65052 ラスト・ワルツ 柳　広司 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ２２６ｐ ２０ｃｍ ¥1,400 購入  913.6 ﾔ2015/1/27 65054 死にたくなったら電話して 李　竜徳 著 河出書房新社２４９ｐ ２０ｃｍ ¥1,500 購入  913.6 ﾘ2015/1/22 65031 コップクラフト　４ ＤＲＡＧＮＥＴ　ＭＩＲＡＧＥ　ＲＥＬＯＡＤＥＤ賀東　招二 著 小学館 ２１８ｐ １５ｃｍ ¥571 購入  913.6 ｶ 42015/1/27 65055 悲嘆の門　上 宮部　みゆき 著 毎日新聞社 ４０６ｐ ２０ｃｍ ¥1,600 購入  913.6 ﾐ 12015/1/15 65000 壊れた自転車でぼくはゆく 市川　拓司 著 朝日新聞出版２８５ｐ ２０ｃｍ ¥1,500 購入  913.6 ｲ2015/1/15 64995 悪夢の観覧車 幻冬舎文庫　き－２１－２木下　半太 著 幻冬舎 ３４７ｐ １６ｃｍ ¥648 購入  913.6 ｷ2015/1/15 64999 水やりはいつも深夜だけど 窪　美澄 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ２３８ｐ ２０ｃｍ ¥1,400 購入  913.6 ｸ2015/1/15 64998 東京喰種（グール）〈昔日〉 ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 石田　スイ 原作 集英社 ２０２ｐ １９ｃｍ ¥760 購入  913.6 ﾄ 32015/1/22 65034 花宵道中 新潮文庫　み－４３－１宮木　あや子 著 新潮社 ３７４ｐ １６ｃｍ ¥552 購入  913.6 ﾐ2015/1/15 64997 東京喰種（グール）〈空白〉 ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 石田　スイ 原作 集英社 ２５０ｐ １９ｃｍ ¥760 購入  913.6 ﾄ 22015/1/27 65049 街角で謎が待っている 創元推理文庫　Ｍん８－２秋月　涼介 著 東京創元社 ３７３ｐ １５ｃｍ ¥900 購入 913.682015/1/27 65048 晴れた日は謎を追って 創元推理文庫　Ｍん８－１伊坂　幸太郎 著 東京創元社 ３６４ｐ １５ｃｍ ¥900 購入 913.682015/1/7 64943 異性 河出文庫　か１０－５ 角田　光代 著 河出書房新社２４３ｐ １５ｃｍ ¥530 購入 914.62015/1/7 64945 孤独の価値 幻冬舎新書　も－７－２森　博嗣 著 幻冬舎 １８２ｐ １８ｃｍ ¥760 購入  914.6 ﾓ2015/1/27 65037 指輪物語　３ 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 著 評論社 ２４６ｐ １５ｃｍ ¥631 購入  933 ﾄ 32015/1/27 65036 指輪物語　２ 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 著 評論社 ２６８ｐ １５ｃｍ ¥631 購入  933 ﾄ 2



2015/1/27 65035 指輪物語　１ 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 著 評論社 ２５２ｐ １５ｃｍ ¥631 購入  933 ﾄ 12015/1/27 65039 指輪物語　５ 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 著 評論社 ２３０ｐ １５ｃｍ ¥631 購入  933 ﾄ 52015/1/27 65038 指輪物語　４ 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 著 評論社 ２１３ｐ １５ｃｍ ¥631 購入  933 ﾄ 42015/1/27 65041 指輪物語　７ 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 著 評論社 ３４４ｐ １５ｃｍ ¥631 購入  933 ﾄ 72015/1/27 65040 指輪物語　６ 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 著 評論社 ２２８ｐ １５ｃｍ ¥631 購入  933 ﾄ 62015/1/27 65042 指輪物語　８ 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 著 評論社 ３６３ｐ １５ｃｍ ¥631 購入  933 ﾄ 82015/1/27 65044 指輪物語　１０ 評論社文庫 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 評論社 ４２６ｐ １５ｃｍ ¥900 購入  933 ﾄ 102015/1/27 65043 指輪物語　９ 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 著 評論社 ３４７ｐ １５ｃｍ ¥631 購入  933 ﾄ 9


