
所蔵館 : 浦幌町立図書館 除籍資料一覧 （2019年6月4日除籍分）

No. 資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号 出版年

【一般書】
1 1110322664 Z式マスターWindows Me 　 　秋本 尚吾∥著 　アスキー      007.6   /ｱ       /        2001年2月

2 1110564612 IT基礎パソコン入門 　 　富士通オフィス機器株式会社開発　出版部∥編著　FOM出版      007.6   /ｱ       /        2001年1月

3 1110564620 IT基礎パソコン入門 　 　富士通オフィス機器株式会社開発　出版部∥編著　FOM出版      007.6   /ｱ       /        2001年1月

4 1110335690 自分ひとりでできるウィンドウズ98へのバージョンアップ 　 　伊藤 華子∥著 　明日香出版社      007.6   /ｲ       /        1998年8月

5 1110315353 かんたん図解Excel 2000数式の書き方 　 　川口 輝久∥著 　技術評論社      007.6   /ｶ       /        2000年12月

6 1110382072 Access2000基本テクニック 　 　C&R研究所∥著 　ナツメ社      007.6   /ｼ       /        1999年8月

7 1110382064 Access2000応用テクニック 　 　C&R研究所∥著 　ナツメ社      007.6   /ｼ       /        2000年1月

8 1110334602 Windows便利事典 　 　鈴木 光勇∥著 　PHP研究所      007.6   /ｽ       /        2001年4月

9 1110307376 ビジネスで使うExcel 2000/97活用マニュアル 　 　鈴木 勉∥著 　ディー・アート      007.6   /ｽ       /        2000年10月

10 1110374491 Windows XPパソコン買い換え・買い足しする前に読む本 　 　鈴木 光勇∥著 　広文社      007.6   /ｽ       /        2001年12月

11 1110349592 いちばん最初に読むパソコンのイロハ 　 　傍嶋 恵子∥著 　技術評論社      007.6   /ｿ       /        2001年7月

12 1110380514 自分でできるExcel 2002ていばん実例集 　 　舘神 竜彦∥著 　新星出版社      007.6   /ﾀ       /        2002年5月

13 1110382056 Access 2002パーフェクトマスター 　 　高田 真史∥著 　秀和システム      007.6   /ﾀ       /        2002年3月

14 1110405337 超図解Access 2003総合編 　 　エクスメディア∥著 　エクスメディア      007.6   /ﾁ       /        2004年1月

15 1110324595 できるノートパソコンWindows Me版 　 　山田 祥平∥編 　インプレス      007.6   /ﾃﾞ      /        2001年2月

16 1110395546 はじめてのExcel 　関数編 　西 真由∥著 　秀和システム      007.6   /ﾊ       /        2003年8月

17 1110359633 かんたん図解ノートパソコン 　 　橋本 和則∥著 　技術評論社      007.6   /ﾊ       /        2001年10月

18 1110564596 Microsoft Excel 2000 　1 　中原 美里∥著 　FOM出版      007.6   /ﾏ       /        1999年9月

19 1110109988 人生を<半分>降りる 　 　中島 義道∥著 　ナカニシヤ出版      104     /ﾅ       /        1997年5月

20 1110193230 女性がカベにぶつかった時読む本 　 　斎藤 茂太∥著 　大和書房      159.6   /ｻ       /        1999年11月

21 1110095732 証言・731部隊の真相 　 　ハル　ゴールド∥著 　広済堂出版      210.7   /ｺﾞ      /        1997年8月

22 1110488416 地球の歩き方 　A10 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /1-10    2010年7月

23 1110485685 地球の歩き方 　A11 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /1-11    2010年4月

24 1110488465 地球の歩き方 　A15 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /1-15    2009年7月

25 1110488424 地球の歩き方 　A07 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /1-7     2010年6月

26 1110488440 地球の歩き方 　A08 　地球の歩き方編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /1-8     2010年3月

27 1110488499 地球の歩き方 　B21 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /2-21    2009年11月

28 1110488507 地球の歩き方 　B22 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /2-22    2009年10月

29 1110488473 地球の歩き方 　B07 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /2-7     2009年12月

30 1110485586 地球の歩き方 　C04 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /3-4     2010年12月

31 1110500095 地球の歩き方 　C07 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /3-7     2010年11月

32 1110485727 地球の歩き方 　D01 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /4-1     2010年3月

33 1110488432 地球の歩き方 　D02 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /4-2     2010年6月

34 1110517420 地球の歩き方 　D02 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /4-2     2017年7月

35 1110485677 地球の歩き方 　D21 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /4-21    2010年7月

36 1110488457 地球の歩き方 　D26 　地球の歩き方編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /4-26    2010年3月
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37 1110488523 地球の歩き方 　D07 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /4-7     2009年7月

38 1110485735 地球の歩き方 　E01 　地球の歩き方編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /5-1     2010年3月

39 1110485743 地球の歩き方 　E10 　地球の歩き方編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /5-10    2010年3月

40 1110485701 地球の歩き方 　E09 　『地球の歩き方』編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.9   /ﾁ       /5-9     2010年4月

41 1110592621 地球の歩き方 　D16 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年2月

42 1110592456 地球の歩き方 　B16 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年8月

43 1110592472 地球の歩き方 　A24 　『地球の歩き方』編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年10月

44 1110592654 地球の歩き方 　A02 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年8月

45 1110592407 地球の歩き方 　C01 　『地球の歩き方』編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年5月

46 1110592498 地球の歩き方 　C11 　『地球の歩き方』編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年7月

47 1110592548 地球の歩き方 　A01 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年6月

48 1110592423 地球の歩き方 　D09 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年8月

49 1110592555 地球の歩き方 　B23 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年1月

50 1110592480 地球の歩き方 　A14 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年6月

51 1110592563 地球の歩き方 　C02 　『地球の歩き方』編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2009年1月

52 1110592381 地球の歩き方 　B06 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年5月

53 1110592506 地球の歩き方 　D28 　『地球の歩き方』編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年8月

54 1110592613 地球の歩き方 　A29 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年6月

55 1110592639 地球の歩き方 　A19 　『地球の歩き方』編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年6月

56 1110592431 地球の歩き方 　A18 　「地球の歩き方」編集室∥編集　ダイヤモンド・ビッグ社      290.93  /ﾁ       /        2008年6月

57 1110560503 ウェルホテルズ&リゾーツ厚生年金福祉施設徹底使いこなしガイド 　2003年度版 　 　双葉社      291.0   /ｳ       /        2003年4月

58 1110250907 全国ペットと泊まれる宿 　 　 　実業之日本社      291.0   /ｾﾞ      /        2000年7月

59 1110250915 だれでもひとりでも泊まれる全国ユースホステルの旅 　 　日本ユースホステル協会∥監修　実業之日本社      291.0   /ﾀﾞ      /        2000年7月

60 1110584321 厚生年金の宿完全使いこなしガイド 　2007-8年度秋冬版 　 　双葉社      291.093 /ｺ       /2007 200 2007年11月

61 1110590443 厚生年金の宿完全使いこなしガイド 　2008-9年度秋・冬 　 　双葉社      291.093 /ｺ       /2008 200 2008年10月

62 1110421789 家族でおでかけ北海道 　'05-'06 　 　昭文社      291.1   /ｶ       /05      2005年5月

63 1110413349 札幌小樽・富良野ベストガイド 　2005年版 　 　成美堂出版      291.1   /ｻ       /05      2004年7月

64 1110445010 北海道ベストガイド 　2008年版 　 　成美堂出版      291.1   /ﾎ       /08      2007年5月

65 1110331392 人気の朝市・直売所めぐり 　 　 　成美堂出版      291.3   /ﾆ       /        2001年4月

66 1110593249 沖縄ベストガイド 　2009年版 　 　成美堂出版      291.99  /ｵ       /        2008年7月

67 1110013461 初めてでもひとりで学べる簿記 　 　 　梧桐書院      336.9   /ﾊ       /        1992年1月

68 1110473582 あなたの確定申告 　平成22年申告用 　 　日本実業出版社      345.3   /ｱ       /10      2009年12月

69 1110230602 源泉徴収税額表とその見方 　平成12年版 　阿瀬 薫∥編 　日本法令      345.3   /ｹﾞ      /00      2000年4月

70 1110281753 自分でパパッと書ける確定申告 　平成27年3月16日締切分 　平井 義一∥監修 　翔泳社      345.3   /ｼﾞ      /15      2014年11月

71 1110271382 年金生活者・定年退職者のための確定申告 　平成26年3月締切分 　鈴木 和宏∥監修 　技術評論社      345.3   /ﾈ       /14      2013年11月

72 1110259650 マネして書くだけ確定申告 　平成25年3月締切分 　山本 宏∥監修 　技術評論社      345.3   /ﾏ       /13      2012年12月

73 1110290622 マネして書くだけ確定申告 　平成28年3月締切分 　山本 宏∥監修 　技術評論社      345.3   /ﾏ       /16      2015年11月

74 1110436191 介護保険 　 　おち とよこ∥著 　創元社      364.4   /ｵ       /        2006年9月
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75 1110201306 介護保険要介護認定ハンドブック 　 　月刊介護保険編集部∥編 　法研      364.4   /ｶ       /        1999年12月

76 1110207436 Q&A介護保険と周辺制度をめぐる実務 　 　高橋 信幸∥編集 　新日本法規出版      364.4   /ｷ       /        2001年4月

77 1110437520 介護報酬請求事務 　 　西海 博之∥編著 　建帛社      364.4   /ｻ       /        2006年8月

78 1110142955 120の仕事なり方完全ガイド 　 　学研∥編 　学研      366.2   /ﾋ       /        1999年3月

79 1110088596 やっぱり結婚したい 　 　伊藤 琴子∥著 　主婦の友社      367.4   /ｲ       /        1997年10月

80 1110144803 理想の結婚相手に出会う 　 　西谷 泰人∥著 　たちばな出版      367.4   /ﾆ       /        1999年4月

81 1110148242 ワガママなバアサンになって楽しく生きる 　 　樋口 恵子∥著 　大和書房      367.7   /ﾋ       /        1999年6月

82 1110140488 小児ぜんそく・ぜんそく様気管支炎の漢方療法 　 　丁 宗鉄∥共著 　池田書店      493.9   /ﾃ       /        1997年6月

83 1110193453 NHK生活ほっとモーニング 　 　NHK社会情報番組部∥編 　日本放送出版協会      498.5   /ｴ       /        1999年10月

84 1110506639 医者からもらった薬がわかる本 　2012-2013年版(第28版) 　医薬制度研究会∥著 　法研      499.1   /ｲ       /12      2012年5月

85 1110277702 医者からもらった薬がわかる本 　2014-2015年版(第29版) 　医薬制度研究会∥著 　法研      499.1   /ｲ       /14      2014年5月

86 1110318654 私が使う一夜づけのWord2000はがき・チラシ作り 　 　伊藤 華子∥著 　明日香出版社      582.3   /ｲ       /        2000年12月

87 1110374517 一太郎11の教科書 　入門編 　ジャストシステム教育推進グループ∥編著　ジャストシステム      582.3   /ｲ       /        2001年2月

88 1110213681 超図解WORD 2000 for Windows 　応用編 　エクスメディア∥著 　エクスメディア      582.3   /ｴ       /        1999年8月

89 1110213673 超図解WORD 2000 for Windows 　基礎編 　エクスメディア∥著 　エクスメディア      582.3   /ｴ       /        1999年7月

90 1110380522 自分でできるWord 2002ていばん実例集 　 　小梶 由紀∥著 　新星出版社      582.3   /ｺ       /        2002年5月

91 1110373147 できるWord 2002 　ビジネス活用編 　広野 忠敏∥編 　インプレス      582.3   /ﾃﾞ      /        2002年3月

92 1110372305 雛形一番Word 2002 　 　ジェイシーエヌランド∥著 　日経BP社      582.3   /ﾋ       /        2002年2月

93 1110564604 Microsoft Word 2000 　1 　青木 智亜紀∥[ほか]著 　FOM出版      582.3   /ﾏ       /        1999年9月

94 1110371729 一夜づけのWord2002 　 　米村 貴裕∥著 　明日香出版社      582.3   /ﾖ       /        2002年2月

95 1110245980 できる一太郎10 　 　神田 知宏∥編 　インプレス      582.33  /ﾃﾞ      /        1999年12月

96 1110245972 できる一太郎9 　 　神田 知宏∥編 　インプレス      582.33  /ﾃﾞ      /        1998年12月

97 1110020599 料理長がこっそり教える酒の肴 　 　柴田書店∥編 　柴田書店      596     /ﾘ       /        1997年10月

98 1110095419 入門和風の料理 　 　佐川 進∥料理 　ジャパンクッキングセンター      596.2   /ｻ       /        1994年5月

99 1110074638 私が作る和菓子 　 　ベターホーム協会∥編集 　ベターホーム出版局      596.6   /ﾜ       /        1994年3月

100 1110105747 王朝の美に咲く花たち 　 　田中 澄江∥著 　ぎょうせい      911.1   /ﾀ       /        1997年2月

101 1110114764 みんなで一人旅 　 　赤瀬川 隼∥著 　文芸春秋      913.6   /ｱ       /        1996年7月

102 1110056163 あたしのこと憶えてる? 　 　内田 春菊∥著 　新潮社      913.6   /ｳ       /        1997年3月

103 1110092374 中国・反骨列伝 　 　伴野 朗∥著 　集英社      913.6   /ﾄ       /        1997年11月

104 1110073085 鷲 　 　西村 寿行∥著 　徳間書店      913.6   /ﾆ       /        1997年7月

105 1110080023 対談<山姥>のいる風景 　 　大庭 みな子∥著 　田畑書店      914.6   /ｵ       /        1995年1月

106 1110050893 老年を幸福に生きる 　 　中野 孝次∥著 　青春出版社      914.6   /ﾅ       /        1999年5月

107 1110119540 五十年目の日章旗 　 　中野 孝次∥著 　文芸春秋      914.6   /ﾅ       /        1996年8月

108 1110144316 ホリー・ガーデン 　 　江国 香織∥著 　新潮社 B    913.6   /ｴ       /        1998年3月

【ＬＤ（レーザーディスク）】
109 1140004753 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　１ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /1       1994年

110 1140004761 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　２ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /2       1994年
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111 1140004779 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　３ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /3       1994年

112 1140004787 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　４ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ﾄ       /4       1994年

113 1140004795 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　５ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /5       1994年

114 1140004803 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　６ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /6       1994年

115 1140004811 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　７ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /7       1994年

116 1140004829 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　８ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /8       1994年

117 1140004837 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　９ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /9       1994年

118 1140004845 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　１０ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /10      1994年

119 1140004852 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　１１ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /11      1994年

120 1140004860 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　１２ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /12      1994年

121 1140004878 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　１３ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /13      1994年

122 1140004886 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　１４ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      033     /ｼ       /14      1994年

123 1140004894 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　１５ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣｶ株式会社      033     /ｼ       /15      1994年

124 1140004902 シークレット・オブ・アワー・ワールド 　１６ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣｶ株式会社      033     /ｼ       /16      1994年

125 1140004910 シークレット・オブ・アワー・ワ－ルド 　１７ 　戸田 盛人∥総監修 　パイオニアＬＤＣｶ株式会社      033     /ｼ       /17      1994年

126 1140005362 ベトナムから遠く離れて 　 　ジャン＝リュック・ゴダール∥監督　株式会社 ビーム エンタテイメント     223     /ﾍﾞ      /        1996年10月

127 1140005289 雪と闘う機関車 　 　 　株式会社 宝島社      536     /ﾕ       /        1994年1月

128 1140005305 夏目雅子｢輝きの瞬間・・・」 　 　夏目雅子∥出演 　日本クラウン株式会社      772     /ﾅ       /        1996年12月

129 1140005297 うしろの正面だあれ 　 　海老名 香葉子∥原作 　テレビ東京      778     /ｳ       /        1992年9月

130 1140005594 大いなる河の流れ 　 　フレデリック・バック∥脚本、原画、アニメーション、監督　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｵ       /        1994年12月

131 1140004951 三国志 　第1巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 1 ｶﾝ 1998年11月

132 1140004969 三国志 　第2巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 2 ｶﾝ 1998年11月

133 1140004977 三国志 　第3巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 3 ｶﾝ 1998年11月

134 1140004985 三国志 　第4巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 4 ｶﾝ 1998年11月

135 1140004993 三国志 　第5巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 5 ｶﾝ 1998年11月

136 1140005008 三国志 　第6巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 6 ｶﾝ 1998年11月

137 1140005016 三国志 　第7巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 7 ｶﾝ 1998年11月

138 1140005024 三国志 　第8巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 8 ｶﾝ 1998年11月

139 1140005032 三国志 　第9巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 9 ｶﾝ 1998年11月

140 1140005040 三国志 　第10巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 10 ｶ 1998年11月

141 1140005057 三国志 　第11巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 11 ｶ 1998年11月

142 1140005065 三国志 　第12巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 12 ｶ 1998年11月

143 1140005073 三国志 　第13巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 13 ｶ 1998年12月

144 1140005081 三国志 　第14巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 14 ｶ 1998年12月

145 1140005099 三国志 　第15巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 15 ｶ 1998年12月

146 1140005107 三国志 　第16巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 16 ｶ 1998年12月

147 1140005115 三国志 　第17巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 17 ｶ 1998年12月

148 1140005123 三国志 　第18巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 18 ｶ 1998年12月
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149 1140005131 三国志 　第19巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 19 ｶ 1998年12月

150 1140005149 三国志 　第20巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 20 ｶ 1998年12月

151 1140005156 三国志 　第21巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 21 ｶ 1998年12月

152 1140005164 三国志 　第22巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 22 ｶ 1998年12月

153 1140005172 三国志 　第23巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 23 ｶ 1998年12月

154 1140005180 三国志 　第24巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 24 ｶ 1998年12月

155 1140005198 三国志 　第25巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 25ｶﾝ 1998年11月

156 1140005206 三国志 　第26巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 26ｶﾝ 1998年11月

157 1140005214 三国志 　第27巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 27 ｶ 1999年3月

158 1140005222 三国志 　第28巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 28 ｶ 1999年3月

159 1140005230 三国志 　第29巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 29 ｶ 1999年3月

160 1140005248 三国志 　第30巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 30 ｶ 1999年3月

161 1140005255 三国志 　第31巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 31ｶﾝ 1998年11月

162 1140005263 三国志 　第32巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 32ｶﾝ 1998年11月

163 1140005271 三国志 　第33巻 　王楓∥製作総指揮 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778     /ｻ       /ﾀﾞｲ 33ｶﾝ 1999年3月

164 1140005313 小津安二郎 　１ 　小津 安二郎∥監督 　（株）ビーム エンタテイメント      778.1   /ｵ       /1       不明

165 1140005321 小津安二郎 　２ 　小津 安二郎∥監督 　（株）ビーム エンタテイメント      778.1   /ｵ       /2       不明

166 1140005339 小津安二郎 　３ 　小津 安二郎∥監督 　（株）ビーム エンタテイメント      778.1   /ｵ       /3       不明

167 1140005354 小津安二郎 　４ 　五所平之助∥監督 　（株）ビーム エンタテイメント      778.1   /ｵ       /4       不明

168 1140005347 小津安二郎 　４ 　小津 安二郎∥監督 　（株）ビーム エンタテイメント      778.1   /ｵ       /4       不明

169 1140006980 男はつらいよ 　３４ 　山田 洋次∥原作、監督、脚本　パイオニアＬＤＣ株式会社      778.1   /ｵ       /34      1984年

170 1140007004 男はつらいよ 　４０ 　山田 洋次∥原作、監督、脚本　パイオニアＬＤＣ株式会社      778.1   /ｵ       /40      1988年

171 1140004936 オズの魔法使 　１ 　ヴィクター・フレミング∥監督 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778.2   /ｵ       /1       1933年

172 1140004944 オズの魔法使 　２ 　ヴィクター・フレミング∥監督 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778.2   /ｵ       /2       1993年

173 1140004928 グレムリン 　 　スチーブン・スピルバーグ∥製作総指揮　ワーナー・ブラザース映画会社      778.2   /ｸﾞ      /        1988年

174 1140005610 シンドラーのリスト 　 　スティーブン・スピルバーグ∥監督、製作　ピオニアＬＤＣ株式会社      778.2   /ｼ       /        1995年

175 1140005586 ジュラシック・パーク 　 　スティーブン・スピルバーグ∥監督　パイオニアＬＤＣ株式会社      778.2   /ｼﾞ      /        1994年

176 1140005628 スペース・ジャム 　 　ジョー・ピトカ∥監督 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778.2   /ｽ       /        1997年

177 1140005644 タイタニック 　 　ジェームズ・キャメロン∥監督、脚本、製作、編集　パイオニアＬＤＣ株式会社      778.2   /ﾀ       /        1998年11月

178 1140005933 ドラゴン危機一髪 　 　レイモンド・チュウ∥製作 　株式会社 ビームエンタテイメント     778.2   /ﾄﾞ      /        1993年

179 1140005602 フリッパー 　 　アイバン・トーズ∥製作 　ワーナー・ホーム・ビデオ      778.2   /ﾌ       /        1963年

180 1140005636 １０１ 　 　スティヴン・ヘレク∥監督 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778.2   /ﾜ       /        1997年10月

【ＣＴ（カセットテープ）】
181 1140006345 近代能楽集 　一 　三島由紀夫∥著 　（株）新潮社      540     /ﾐ       /1       1991年4月

182 1140006352 近代能楽集 　二 　三島由紀夫∥著 　（株）新潮社      540     /ﾐ       /2       1991年6月

183 1140006790 穴釣り三次 　 　三遊亭圓朝∥作 　（株）新潮社      560     /ｻ       /        1992年12月

184 1140006782 江島屋騒動 　 　三遊亭圓朝∥作 　（株）新潮社      560     /ｻ       /        1992年10月
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185 1140006824 因果塚の由来・黄金餅 　 　三遊亭圓朝∥作 　（株）新潮社      560     /ｻ       /        1997年6月

186 1140006774 安中草三牢破り 　 　三遊亭圓朝∥作 　（株）新潮社      560     /ｻ       /        1992年8月

187 1140006865 文七元結 　 　三遊亭圓朝∥作 　（株）新潮社      560     /ｻ       /        1993年12月

188 1140006816 心中時雨傘 　 　三遊亭圓朝∥作 　（株）新潮社      560     /ｻ       /        1996年12月

189 1140006840 双蝶々 　 　三遊亭圓朝∥作 　（株）新潮社      560     /ｻ       /        1989年8月

190 1140006857 真景累ヶ淵 　 　三遊亭圓朝∥作 　（株）新潮社      560     /ｻ       /        1990年6月

191 1140006873 札所の霊験・鰍沢 　 　三遊亭圓朝∥作 　（株）新潮社      560     /ｻ       /        1994年2月

192 1140006832 牡丹燈籠 　 　三遊亭圓朝∥作 　（株）新潮社      560     /ｻ       /        1989年4月

193 1140006808 怪談阿三の森 　 　三遊亭圓朝∥作 　      560     /ｻ       /        1996年10月

194 1140006691 司馬遼太郎が語る 　第一集 　司馬遼太郎∥講演 　（株）新潮社      620     /ｼ       /1       1996年5月

195 1140006709 司馬遼太郎が語る 　第二集 　司馬遼太郎∥講演 　（株）新潮社      620     /ｼ       /2       1996年5月

196 1140006717 司馬遼太郎が語る 　第三集 　司馬遼太郎∥講演 　（株）新潮社      620     /ｼ       /3       1996年7月

197 1140006725 司馬遼太郎が語る 　第四集 　司馬遼太郎∥講演 　（株）新潮社      620     /ｼ       /4       1996年7月

198 1140006733 司馬遼太郎が語る 　第五集 　司馬遼太郎∥講演 　（株）新潮社      620     /ｼ       /5       1996年8月

199 1140006741 司馬遼太郎が語る 　第六集 　司馬遼太郎∥講演 　（株）新潮社      620     /ｼ       /6       1996年8月

200 1140006758 司馬遼太郎が語る 　第七集 　司馬遼太郎∥講演 　（株）新潮社      620     /ｼ       /7       1996年8月

201 1140006766 司馬遼太郎が語る 　第八集 　司馬遼太郎∥講演 　（株）新潮社      620     /ｼ       /8       1996年8月

202 1140006097 芋粥・羅生門 　 　芥川龍之介∥著 　（株）新潮社      640     /ｱ       /        1987年6月

203 1140006139 地獄変・六の宮の姫君 　 　芥川龍之介∥著 　（株）新潮社      640     /ｱ       /        1995年12月

204 1140006246 小さき者へ・一房の葡萄 　 　有島武郎∥著 　（株）新潮社      640     /ｱ       /        1992年2月

205 1140006238 生まれ出づる悩み 　 　有島武郎∥著 　（株）新潮社      640     /ｱ       /        1994年8月

206 1140006113 好色・藪の中 　 　芥川龍之介∥著 　（株）新潮社      640     /ｱ       /        1987年10月

207 1140006121 鼻・魔術 　 　芥川龍之介∥著 　（株）新潮社      640     /ｱ       /        1989年12月

208 1140006105 或阿呆の一生 　 　芥川龍之介∥著 　（株）新潮社      640     /ｱ       /        1989年1月

209 1140006634 『一握の砂』より 　 　石川啄木∥著 　（株）新潮社      640     /ｲ       /        1987年1月

210 1140006642 悲しき玩具 　 　石川啄木∥著 　（株）新潮社      640     /ｲ       /        1999年1月

211 1140006550 新釈遠野物語 　 　井上ひさし∥著 　（株）新潮社      640     /ｲ       /        1987年4月

212 1140006394 山椒魚・屋根の上のサワン 　 　井伏鱒二∥著 　（株）新潮社      640     /ｲ       /        1987年1月

213 1140006063 伊勢物語 　 　坂本和子∥朗読 　（株）新潮社      640     /ｲ       /        1990年4月

214 1140006295 屋根裏の散歩者 　 　江戸川乱歩∥著 　（株）新潮社      640     /ｴ       /        1997年8月

215 1140006279 人間椅子・押絵と旅する男 　 　江戸川乱歩∥著 　（株）新潮社      640     /ｴ       /        1997年6月

216 1140006287 Ｄ坂の殺人事件 　 　江戸川乱歩∥著 　（株）新潮社      640     /ｴ       /        1997年6月

217 1140006048 方丈記 　 　鴨長明∥原作 　（株）新潮社      640     /ｶ       /        1989年8月

218 1140006337 伊豆の踊り子 　 　川端康成∥著 　（株）新潮社      640     /ｶ       /        1987年5月

219 1140006311 檸檬・ある崖上の感情 　 　梶井基次郎∥著 　（株）新潮社      640     /ｶ       /        1987年7月

220 1140006675 北原白秋詩集 　 　北原白秋∥著 　（株）新潮社      640     /ｷ       /        1989年10月

221 1140006659 北杜夫選・斎藤茂吉秀歌 　 　斎藤茂吉∥著 　（株）新潮社      640     /ｻ       /        1987年6月

222 1140006410 私の浅草 　 　沢村貞子∥著・朗読 　（株）新潮社      640     /ｻ       /        1988年3月
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223 1140006329 小僧の神様・城の崎にて 　 　志賀直哉∥著 　（株）新潮社      640     /ｼ       /        1987年2月

224 1140006683 藤村青春詩集 　 　島崎藤村∥著 　（株）新潮社      640     /ｼ       /        1989年6月

225 1140005958 枕草子 　一 　清少納言∥原作 　（株）新潮社      640     /ｾ       /1       1996年6月

226 1140005966 枕草子 　二 　清少納言∥原作 　（株）新潮社      640     /ｾ       /2       1996年6月

227 1140005974 枕草子 　三 　清少納言∥原作 　（株）新潮社      640     /ｾ       /3       1996年6月

228 1140005982 枕草子 　四 　清少納言∥原作 　（株）新潮社      640     /ｾ       /4       1996年6月

229 1140005990 枕草子 　五 　清少納言∥原作 　（株）新潮社      640     /ｾ       /5       1996年6月

230 1140006089 太平記 　 　井川比呂志∥朗読 　（株）新潮社      640     /ﾀ       /        1990年11月

231 1140005941 竹取物語 　 　野口元太（新潮古典集成）∥校注　（株）新潮社      640     /ﾀ       /        1997年12月

232 1140006261 刺青／秘密 　 　谷崎潤一郎∥著 　（株）新潮社      640     /ﾀ       /        1992年8月

233 1140006253 春琴抄 　 　谷崎潤一郎∥著 　（株）新潮社      640     /ﾀ       /        1988年4月

234 1140006303 ヴィヨンの妻 　 　太宰治∥著 　（株）新潮社      640     /ﾀﾞ      /        1986年12月

235 1140006402 昔はよかったなあ・顔面崩壊 　 　筒井康隆∥著・朗読 　（株）新潮社      640     /ﾂ       /        1987年1月

236 1140006576 日本むかしばなし集 　（一） 　坪田譲治∥著 　（株）新潮社      640     /ﾂ       /1       1988年2月

237 1140006584 日本むかしばなし集 　（二） 　坪田譲治∥著 　（株）新潮社      640     /ﾂ       /2       1988年10月

238 1140006196 草枕 　下巻 　夏目漱石∥著 　（株）新潮社      640     /ﾅ       /2       1995年2月

239 1140006378 火垂るの墓 　 　野坂昭如∥著 　（株）新潮社      640     /ﾉ       /        1987年3月

240 1140006386 凧になったお母さん 戦争童話集 　 　野坂昭如∥著 　（株）新潮社      640     /ﾉ       /        1995年6月

241 1140006568 耳なし芳一のはなし・むじな 　 　小泉八雲 ラフカディオ・ハーン∥著　（株）新潮社      640     /ﾊ       /        1998年4月

242 1140006170 にごりえ・たけくらべ 　 　樋口一葉∥著 　（株）新潮社      640     /ﾋ       /        1990年10月

243 1140006147 一葉名作選 　その一 　樋口一葉∥著 　（株）新潮社      640     /ﾋ       /1       1996年8月

244 1140006154 一葉名作選 　その二 　樋口一葉∥著 　（株）新潮社      640     /ﾋ       /2       1996年10月

245 1140006162 一葉名作選 　その三 　樋口一葉∥著 　（株）新潮社      640     /ﾋ       /3       1997年2月

246 1140006592 最後の一葉・賢者の贈りもの 　 　Ｏ・ヘンリ∥著 　（株）新潮社      640     /ﾍ       /        1988年11月

247 1140006055 おくのほそ道 　 　松尾芭蕉∥原作 　（株）新潮社      640     /ﾏ       /        1989年9月

248 1140006469 カイロ団長・なめこと山の熊 　 　宮沢賢治∥著 　（株）新潮社      640     /ﾐ       /        1997年9月

249 1140006477 双子の星・オツベルと象・やまなし 　 　宮沢賢治∥著 　（株）新潮社      640     /ﾐ       /        1997年6月

250 1140006451 セロ弾きのゴーシュ・よだかの星 　 　宮沢賢治∥著 　（株）新潮社      640     /ﾐ       /        1987年7月

251 1140006485 雪渡り・ひのきとひなげし・土神ときつね 　 　宮沢賢治∥著 　（株）新潮社      640     /ﾐ       /        1997年10月

252 1140006360 サーカス・旅の絵本・大臣 　 　三島由紀夫∥著・朗読 　（株）新潮社      640     /ﾐ       /        1997年10月

253 1140006444 どんぐりと山猫・注文の多い料理店 　 　宮沢賢治∥著 　（株）新潮社      640     /ﾐ       /        1987年11月

254 1140006006 源氏物語 桐壺～夕顔 　 　紫式部∥原作 　（株）新潮社      640     /ﾑ       /        1991年10月

255 1140006022 源氏物語 葵～花散里 　 　紫式部∥原作 　（株）新潮社      640     /ﾑ       /        1992年10月

256 1140006014 源氏物語 若紫～花宴 　 　紫式部∥原作 　(株）新潮社      640     /ﾑ       /        1992年4月

257 1140006030 源氏物語 須磨～明石 　 　紫式部∥原作 　（株）新潮社      640     /ﾑ       /        1993年8月

258 1140006436 花の名前・かわうそ 　 　向田邦子∥著 　（株）新潮社      640     /ﾑ       /        1987年4月

259 1140006428 だらだら坂・大根の月 　 　向田邦子∥著 　（株）新潮社      640     /ﾑ       /        1987年3月

260 1140006212 山椒大夫 　 　森鴎外∥著 　（株）新潮社      640     /ﾓ       /        1990年2月
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261 1140006204 舞姫 　 　森鴎外∥著 　（株）新潮社      640     /ﾓ       /        1998年4月

262 1140006220 阿部一族・じいさんばさん 　 　森鴎外∥著 　（株）新潮社      640     /ﾓ       /        1995年10月

263 1140006600 赤毛のアン 　上巻 　モンゴメリ∥著 　（株）新潮社      640     /ﾓ       /1       1989年12月

264 1140006618 赤毛のアン 　中巻 　モンゴメリ∥著 　（株）新潮社      640     /ﾓ       /2       1989年12月

265 1140006626 赤毛のアン 　下巻 　モンゴメリ∥著 　（株）新潮社      640     /ﾓ       /3       1989年12月

266 1140006519 将監さまの細みち 　 　山本周五郎∥著 　（株）新潮社      640     /ﾔ       /        1988年2月

267 1140006543 凍てのあと 　 　山本周五郎∥著 　（株）新潮社      640     /ﾔ       /        1995年4月

268 1140006535 葦は見ていた 　 　山本周五郎∥著 　（株）新潮社      640     /ﾔ       /        1987年10月

269 1140006493 ちゃん 　 　山本周五郎∥著 　（株）新潮社      640     /ﾔ       /        1995年2月

270 1140006527 つゆのひぬま 　 　山本周五郎∥著 　（株）新潮社      640     /ﾔ       /        1997年10月

271 1140006501 落葉の隣り 　 　山本周五郎∥著 　（株）新潮社      640     /ﾔ       /        1987年1月

272 1140006667 みだれ髪 　 　与謝野晶子∥著 　（株）新潮社      640     /ﾖ       /        1988年11月

273 1140006071 徒然草 　 　吉田兼好∥原作 　（株）新潮社      640     /ﾖ       /        1989年12月

【児童書・絵本】
274 1120053309 宇宙船と太陽系 　 　前川 光∥著 　大日本図書      444     /ﾏ       /        1984年11月

275 1120079601 たのしいお天気学 　1 　 　小峰書店      451     /ﾀ       /1       1996年3月

276 1120079619 たのしいお天気学 　2 　 　小峰書店      451     /ﾀ       /2       1996年3月

277 1120079627 たのしいお天気学 　3 　 　小峰書店      451     /ﾀ       /3       1996年3月

278 1120079635 たのしいお天気学 　4 　 　小峰書店      451     /ﾀ       /4       1996年3月

279 1120079643 たのしいお天気学 　5 　 　小峰書店      451     /ﾀ       /5       1996年3月

280 1120079650 たのしいお天気学 　6 　 　小峰書店      451     /ﾀ       /6       1996年3月

281 1120075088 てぶくろ人形パーティー 　 　長縄 泰子∥作 　童心社      594     /ﾅ       /        1997年12月

282 1120011125 サンタ・クルスへの長い旅 　 　ミヒャエル　エンデ∥文 　岩波書店      943     /ｴ       /        1993年4月

283 1120033251 おなかのすくさんぽ 　 　かたやま けん∥[作] 　福音館書店      E       /ｶ       /        1992年4月

284 1120067465 長靴をはいた猫 　 　シャルル　ペロー∥原作 　徳間書店      E       /ﾅ       /        1998年8月

285 1120069461 魚・貝の生態図鑑 　 　 　学研 R    487     /ｻ       /        1993年6月

館合計資料 285 冊

合計資料 285 冊
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