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書誌情報 元の所在 請求記号 資料番号

本の話 / 山下敏明著 ; 続. -- 室蘭民報社, 2004.5-2010.9. -- 2冊 : 挿図 ; 22cm. 本館1階:書庫 019/Y44 000996136

六番目の小夜子 / 恩田陸著. -- 新潮社, 2001.2. -- 339p ; 16cm. -- (新潮文庫 ; お-48-2). 本館2階:文庫/新書 080/SHI/O48/BUN 000937073

幸せになる勇気 / 岸見一郎, 古賀史健著. -- ダイヤモンド社, 2016.2. -- 293p : 挿図 ; 19cm. 本館2階:社会学部 146.1/KI58 001115068

日本現代怪異事典 / 朝里樹著. -- 笠間書院, 2018.1. -- 500p ; 21cm. 本館2階:社会学部 388.1/A89 001147437

にんじん だいこん ごぼう : 日本の昔話より / 植垣歩子再話・絵. -- 福音館書店, 2014.1. 本館1階:児童図書 388.1/U34/青/E 001081282

日本再発見 / 岡本太郎著. -- 新潮社, 1958. -- 286p(図版32p共) ; 20cm. 本館2階:美術書 702.19/O42//B18 000103877

ゴヤ / エンリケタ・ハリス著 ; 大高保二郎,横山由紀子訳. -- 西村書店, 1999.9. 本館2階:美術書 723.36/G74//B25 000748989

ムンク / ジョン・ボ-ルトン・スミス著 ; ジェ-ムズ・マルパス作品解説 ; 佐藤幸宏訳. 本館2階:美術書 723.389/MU32//B25 000749046

どこかにいってしまったものたち / クラフト・エヴィング商會著. -- 筑摩書房, 1997.6. 本館2階:美術書 727.04/KU51//B1 000761953

日本の色辞典 / 吉岡幸雄著 ; [本編], 染色標本編. -- 紫紅社, 2000.6. -- 2冊 ; 22-26cm. 本館2階:美術書 757.3/Y92//B5 000777345

ショパンの音楽記号 : その意味と解釈 / セイモア・バーンスタイン著 ; 和田真司訳. -- 音楽之友

社, 2009.12. -- 103p ; 26cm.
本館2階: 音楽書 762.349/C53//M6b 000971825

ピアノを弾く手 : ピアニストの手の障害から現代奏法まで / 酒井直隆著. -- 音楽之友社, 2012.10. 本館2階: 音楽書 763.2/SA29//M7 001055907

コカコーラ・レッスン / 谷川俊太郎[著]. -- 思潮社, 1980.10. -- 150p ; 21cm. 本館1階:児童図書 911.56/TA88//J7 001130430

冷静と情熱のあいだ / 江国香織著. -- 角川書店, 1999.9. -- 271p ; 20cm. 本館1階:書庫 913.6/E44 000764623

ノルウェイの森 / 村上春樹著. -- 講談社, 1987.9. -- 2冊 ; 20cm. 本館1階:書庫 913.6/MU43/1 000482231

悼む人 / 天童荒太著. -- 文藝春秋, 2008.11. -- 450p ; 20cm. 本館1階:書庫 913.6/TE35 000947445

くまとりすのおやつ / きしだえりこぶん ; ほりうちせいいち・もみこえ. -- 福音館書店, 2008.2. 本館1階:児童図書 913.8/H89//E 000930751

嘘つきアーニャの真っ赤な真実 / 米原万里著. -- 角川書店, 2001.6. -- 283p ; 20cm. 本館1階:書庫 914.6/Y82 000822048

シェイクスピアがわかる。. -- 朝日新聞社, 1999.12. -- 176p ; 26cm. -- (アエラムック ; 55). 本館1階:書庫 932/SH12 000748049

くまのコールテンくん / ドン=フリーマンさく ; まつおかきょうこやく. -- 偕成社, 1975.5. 本館1階:児童図書 933/F46//E 001098430

ワイルド・スワン / ユン・チアン著 ; 土屋京子訳. -- 講談社, 1993.1. -- 2冊 ; 20cm. 本館1階:書庫 936/C33/1 000792637

ばらの騎士 : コヴェント・ガーデン王立歌劇場 / リヒャルト・シュトラウス [作曲] ; 池辺晋一郎

[ほか] 執筆. -- 小学館, 2007.9.
本館1階: AV[05](DVD) DVD61/ST8 300028153

後宮からの逃走 : コヴェント・ガーデン王立歌劇場 = Die Entführung aus dem Serail : the

Royal Opera Covent Garden / モーツァルト [作曲]. -- 小学館, 2008.4.
本館1階: AV[05](DVD) DVD61/MO98 300028805


