
学生用文芸一般図書配架リスト（２月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1
Sony Music
Japan
International

エッセンシャル : The essential Michael Jackson
760||CD||2742-
2744

209005351

2 角川書店
たった独りの引き揚げ隊 : 10歳の少年、満
州1000キロを征く

石村博子著 789.2||Is 209005338

3 岩波書店 漱石の死 (新・日本文壇史:第1巻) 川西政明著 910.26||Sh||1 209005661

4 岩波書店
加藤周一のこころを継ぐために (岩波ブック
レット:No.771)

井上ひさし [ほ
か] 著

910.268||Ka 209005361

5 新潮社 キケン 有川浩著 913.6||Ar 209005672

6

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

Another(アナザー) 綾辻行人著 913.6||Ay 209005666

7 河出書房新社 ボーダー&レス 藤代泉著 913.6||Fu 209005545

8 徳間書店 Fの悲劇 岸田るり子著 913.6||Ki 209005665

9 講談社 カラスの親指 道尾秀介著 913.6||Mi 209005675

10 祥伝社 双子幻綺行 : 洛陽城推理譚 森福都著 913.6||Mo 209005670

11 ポプラ社
ぼくがバイオリンを弾く理由(ワケ) (ノベル
ズ・エクスプレス:2. Novels' express)

西村すぐり作/ス
カイエマ絵

913.6||Ni 209005664

12 河出書房新社 カルテット! 鬼塚忠著 913.6||On 209005663

13
メディアファクト
リー

私の家では何も起こらない (幽ブックス) 恩田陸著 913.6||On 209005669

14
日本放送出版協
会

ウェルかめ 上 (NHK連続テレビ小説)
相良敦子作/青
木邦子ノベライズ

913.6||Sa 209005660

15 小学館 太陽の村 朱川湊人著 913.6||Sh 209005671
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16 新潮社 仮想儀礼 : the Seisen-Shinpô-Kai case 上 篠田節子著 913.6||Sh||1 209005693

17 新潮社 仮想儀礼 : the Seisen-Shinpô-Kai case 下 篠田節子著 913.6||Sh||2 209005678

18 小学館 左京区七夕通東入ル 滝羽麻子著 913.6||Ta 209005673

19 新潮社 銀のみち一条 上巻 玉岡かおる著 913.6||Ta||1 209005657

20 新潮社 銀のみち一条 下巻 玉岡かおる著 913.6||Ta||2 209005658

21 宝島社 毒殺魔の教室 塔山郁著 913.6||To 209005676

22 東京創元社 ルピナス探偵団の憂愁 (Crime club) 津原泰水著 913.6||Ts 209005321

23 原書房 ルピナス探偵団の当惑 (ミステリー・リーグ) 津原泰水著 913.6||Ts 209005429

24 東京創元社 ショコラティエの勲章 (ミステリ・フロンティア) 上田早夕里著 913.6||Ue 209005459

25 小学館 小太郎の左腕 和田竜著 913.6||Wa 209005326

26 藤原書店 「出会う」ということ 竹内敏晴著 914.6||Ta 209005320

27 サンマーク出版 難病東大生 : できないなんて、言わないで 内藤佐和子著 916||Na 209005327

28 中経出版 声に出して覚える唐詩の名作30選
呉川, 王保東[編]
著

921.43||Go 209005328

29 ポプラ社 「千の風になって」紙袋に書かれた詩 井上文勝著 931.7||In 209005662

30 評論社 オオカミ族の少年 (クロニクル千古の闇:1)

ミシェル・ペイ
ヴァー作/さくま
ゆみこ訳/酒井
駒子画

933.7||Ku||1 209005329

31 評論社 生霊わたり (クロニクル千古の闇:2)

ミシェル・ペイ
ヴァー作/さくま
ゆみこ訳/酒井
駒子画

933.7||Ku||2 209005330
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32 評論社 魂食らい (クロニクル千古の闇:3)

ミシェル・ペイ
ヴァー作/さくま
ゆみこ訳/酒井
駒子画

933.7||Ku||3 209005331

33 評論社 追放されしもの (クロニクル千古の闇:4)

ミッシェル・ペイ
ヴァー作/さくま
ゆみこ訳/酒井
駒子画

933.7||Ku||4 209005332

34 評論社 復讐の誓い (クロニクル千古の闇:5)

ミッシェル・ペイ
ヴァー作/さくま
ゆみこ訳/酒井
駒子画

933.7||Ku||5 209005333

35 河出書房新社 ギフト (西のはての年代記:1)
ル=グウィン著/
谷垣暁美訳

933.7||Ni||1 209005334

36 河出書房新社 ヴォイス (西のはての年代記:2)
アーシュラ・K.ル=
グウィン著/谷垣
暁美訳

933.7||Ni||2 209005335

37 河出書房新社 パワー (西のはての年代記:3)
ル=グウィン著/
谷垣暁美訳

933.7||Ni||3 209005336

38 文藝春秋
ジーヴズの事件簿 (P・G・ウッドハウス選
集:1)

P.G.ウッドハウス
著/岩永正勝, 小
山太一編訳

933.7||Wo 209005322

39 文藝春秋
エムズワース卿の受難録 (P・G・ウッドハウ
ス選集:2)

P.G. ウッドハウス
著/岩永正勝, 小
山太一編訳

933.7||Wo 209005323

40 文藝春秋
マリナー氏の冒険譚 (P・G・ウッドハウス選
集:3)

P・G・ウッドハウ
ス著/岩永正勝,
小山太一編訳

933.7||Wo 209005324

41 文藝春秋
ユークリッジの商売道 (P・G・ウッドハウス選
集:4)

P.G.ウッドハウス
著/岩永正勝 ,
小山太一編訳

933.7||Wo 209005325

42 集英社 箱型カメラ
ギュンター・グラ
ス著/藤川芳朗
訳

940.278||Gr 209005674
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