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書名 著者 出版社 資料ID 請求記号

たまゆら あさのあつこ　 新潮社 016000426145 913.6/A

ぼっけえ、きょうてえ 岩井志麻子　 角川書店 016000277672 913.6/I

岡山女 岩井志麻子　 角川書店 016000277673 913.6/I

内田百閒全集 第1巻 内田百閒　 講談社 012118200156 918.6/U

内田百閒全集 第2巻 内田百閒　 講談社 012118200157 918.6/U

内田百閒全集 第3巻 内田百閒　 講談社 012118200158 918.6/U

内田百閒全集 第4巻 内田百閒　 講談社 011117769270 918.6/U

内田百閒全集 第5巻 内田百閒　 講談社 012118200160 918.6/U

内田百閒全集 第6巻 内田百閒　 講談社 012118200161 918.6/U

内田百閒全集 第7巻 内田百閒　 講談社 012118200162 918.6/U

内田百閒全集 第8巻 内田百閒　 講談社 012118200163 918.6/U

内田百閒全集 第9巻 内田百閒　 講談社 012118200164 918.6/U

内田百閒全集 第10巻 内田百閒　 講談社 012118200165 918.6/U

シュガータイム 小川洋子　 中央公論社 016000118360 913.6/O

沈黙博物館 小川洋子　 筑摩書房 016000262172 913.6/O

博士の愛した数式 小川洋子　 新潮社 016000357412 913.6/O
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り ブラフマンの埋葬 小川洋子　 講談社 016000357429 913.6/O

ミーナの行進 小川洋子　 中央公論新社 016000369133 913.6/O

猫を抱いて象と泳ぐ 小川洋子　 文藝春秋 016000406906 913.6/O

夜明けの縁をさ迷う人々 小川洋子　 角川書店/
角川グループパブリッシング 016000406911 913.6/O

原稿零枚日記 小川洋子　 集英社 016000424328 913.6/O

小川洋子の偏愛短篇箱 小川洋子編　 河出書房新社 016000406909 913.68/O

生きるとは、自分の物語をつくること 小川洋子, 河合隼雄 新潮社 016000422006 914.6/O

望月青果店 小手鞠るい　 中央公論新社 016000424490 913.6/K

ビタミンF 重松清　 新潮社 016000395297 913.6/S

十字架 重松清　 講談社 016000412554 913.6/S

青い鳥 (新潮文庫:し-43-16) 重松清　 新潮社 016000420863 913.6/S

眠狂四郎無頼控新三十話 柴田錬三郎　 光風社書店 016000300378 913.6/S

闇に生きる (時代小説の楽しみ:2) 柴田錬三郎他　 新潮社 016000099318 913.68/J

善太と汽車 (坪田譲治童話全集:1) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057179 913.8/T

魔法 (坪田譲治童話全集:2) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057180 913.8/T

善太漂流記 (坪田譲治童話全集:3) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057181 913.8/T

三平の夏 (坪田譲治童話全集:4) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057182 913.8/T

甚七おとぎばなし (坪田譲治童話全集:5) 坪田譲治 岩崎書店 016000057183 913.8/T
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甚七おとぎばなし (坪田譲治童話全集 ) 坪田譲治 岩崎書店 /

サバクの虹(坪田譲治童話全集:6) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057184 913.8/T



展示図書リスト

書名 著者 出版社 資料ID 請求記号

山の湖 (坪田譲治童話全集:7) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057185 913.8/T

金のかぶと (坪田譲治童話全集:8) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057186 913.8/T

いたずら三平 (坪田譲治童話全集:9) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057187 913.8/T

ツルの恩がえし (坪田譲治童話全集:10) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057188 913.8/T

お化けの世界 (坪田譲治童話全集:11) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057189 913.8/T

子供の四季 (坪田譲治童話全集:12) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057190 913.8/T

かっぱとドンコツ (坪田譲治童話全集:13) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057191 913.8/T

坪田譲治童話研究 (坪田譲治童話全集:14) 坪田譲治　 岩崎書店 016000057192 913.8/T

でーれーガールズ 原田マハ　 祥伝社 016000424280 913.6/H

謎解きはディナーのあとで 1 東川篤哉　 小学館 016000415646 913.6/H

謎解きはディナーのあとで 2 東川篤哉　 小学館 016000424684 913.6/H

放課後はミステリーとともに 東川篤哉　 実業之日本社 016000421226 913.6/H

砂の上の植物群/夕暮まで (新潮現代文学:42) 吉行淳之介　 新潮社 012118202472 918.6/S

吉行淳之介自選作品 1 潮出版社 011117709241 918.6/Y

吉行淳之介自選作品 2 潮出版社 012119902119 918.6/Y

絵図で歩く岡山城下町 岡山大学附属図書館編 吉備人出版 016000405177 291.75/E
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絵図で歩く岡山城下町 吉備人出版 016000405177 291.75/E

おかやま博物館めぐりの旅 岡山県博物館協議会事務局編 岡山県博物館協議会事務局 016000391259 L069/O

岡山県の歴史散歩 (歴史散歩:33) 岡山県の歴史散歩編集委員会編 山川出版社 016000404776 L291.7/O

「ばらずし」的県民性論 (岡山人じゃが:[1]) 岡山ペンクラブ編 吉備人出版 016000351345 L361.4/O

「地域」って奥深い (岡山人じゃが:4) 岡山ペンクラブ編 吉備人出版 016000404906 L361.4/O

信念に生きる (岡山人じゃが:3) 岡山ペンクラブ編 吉備人出版 016000404907 L361.4/O

「ばらずし」的県民の底力 (岡山人じゃが:2) 岡山ペンクラブ編 吉備人出版 016000404908 L361.4/O

小野竹喬 森谷南人子 稲葉春生 池田遙邨
(「岡山の美術」ハンディブック)

岡山県立美術館編 岡山県立美術館 016000429054 L721.9/O

岡山弁JAGA(じゃが)!
 (びーろくシリーズ:no.2. 月刊タウン情報おかやま別 青山融　 アス 016000234463 L818.7/A

麦ふみクーツェ いしいしんじ 理論社 016000314456 913.6/I

人形の旅立ち
長谷川摂子著
/金井田英津子画 福音館書店 016000357625 913.6/H

ペーターという名のオオカミ (Y.A.books) 那須田淳 小峰書店 016000357626 913.6/N

ぎぶそん (Teens' best selections:7) 伊藤たかみ ポプラ社 016000369134 913.6/I

空をつかむまで 関口尚　 集英社 016000376898 913.6/S

しずかな日々 椰月美智子　 講談社 016000392653 913.6/Y

戸村飯店青春100連発 瀬尾まいこ 理論社 016000402991 913.6/S

トーキョー・クロスロード (Teens' best selections:18) 濱野京子 ポプラ社 016000412103 913.6/H

おれのおばさん 佐川光晴　 集英社 016000420066 913.6/S
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鉄のしぶきがはねる まはら三桃　 講談社 016000429128 913.6/M


	リスト加工

