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情報科学 ４階固定一般

007.13||GA
2637456
N

強化学習
/ Richard S. Sutton, Andrew G. Barto [著] ; 三上貞芳, 皆川雅章共 情報科学 ４階固定一般
訳. -- 森北出版, 2000.12.

007.13||SU
T

新・コンピュータ解体新書
/ 清水忠昭, 菅田一博共著. -- 第2版. -- サイエンス社, 2017.8. -- 情報科学 ４階固定一般
(Information & computing ; ex.-46).

007||COM||
2637154
EX-46

福井新聞縮刷版 平成29年 ; DVD-ROM版
/ 福井新聞社編 ; 1月号 - 6月号. -- 福井新聞社, 2017.2-.

日本

３階集密郷土

071.5||FUK||
2637421
'17-7

日刊工業新聞縮刷版 2017年 ; CD-ROM版
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号 - 7月号. -- 日刊工業新聞社,
2017.2-.

日本

ＡＶ

071.5||NIK||'
2637588
17-7

３階固定一般

114||NIH

2637162

日本文化をよむ : 5つのキーワード
日本思想 ４階新書架
/ 藤田正勝著. -- 岩波書店, 2017.8. -- (岩波新書 ; 新赤版 1675).

121||FUJ

2637791

得手に帆あげて : 完全版
/ 本田宗一郎著. -- 光文社, 2014.3.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159.7||HON 2637571

世界史モノ事典
/ 平凡社編. -- 新版. -- 平凡社, 2017.6.

参考図書
［レファレン ３階固定一般
スブック］

203.6||HEI

日本史モノ事典
/ 平凡社編 ; [正]. -- 新版. -- 平凡社, 2017.6.

日本史

３階固定一般

210.036||HE
2637723
I

３階新書架

210.04||HA
N

悩める人間 : 人文学の処方箋
/ 仁平尊明編. -- 北海道大学出版会, 2017.6. -- (北大文学研究科 人間学
ライブラリ ; 15).

歴史に「何を」学ぶのか
日本史
/ 半藤一利著. -- 筑摩書房, 2017.8. -- (ちくまプリマー新書 ; 282).

2637715

2637855

2637431

帝都防衛 : 戦争・災害・テロ
/ 土田宏成著. -- 吉川弘文館, 2017.9. -- (歴史文化ライブラリー ;
452).

関東地方 ３階固定一般

213.6||TSU 2637634

出雲の中世 : 地域と国家のはざま
/ 佐伯徳哉著. -- 吉川弘文館, 2017.9. -- (歴史文化ライブラリー ;
451).

中国地方 ３階固定一般

217.3||SAE 2637642

技術革新と働き方改革がもたらす新たな成長
経済史・事
/ 内閣府編集. -- 日経印刷, 2017.8. -- (経済財政白書 / 内閣府編 情.経済体 ３階固定参考
; 平成29年版).
制

332.1||KEI||
2637669
2017
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未来の年表 : 人口減少日本でこれから起きること
/ 河合雅司著. -- 講談社, 2017.6. -- (講談社現代新書 ; 2431).

人口.土地.
３階固定一般
資源

334.31||KA
W

2637766

答え方が人生を変える : あらゆる成功を決めるのは「質問力」より
「応答力」
/ ウィリアム・A.ヴァンス, 神田房枝著. -- CCCメディアハウス,
2017.6.

経営管理 ３階固定一般

336.49||KA
N

2637758

ドラッカー『現代の経営』が教える「マネジメントの基本指針」
/ 坂本和一著. -- 改訂版. -- 東信堂, 2017.5.

経営管理 ３階固定一般

336||SAK

2637863

「いじめ」や「差別」をなくすためにできること
/ 香山リカ著. -- 筑摩書房, 2017.8. -- (ちくまプリマー新書 ; 283).

社会学

３階固定一般

361.3||KAY 2637448

18時に帰る : 「世界一子どもが幸せな国」オランダの家族から学ぶ
労働経済.
幸せになる働き方
３階固定一般
労働問題
/ 秋山開著 : 1more Baby応援団[編]. -- プレジデント社, 2017.6.

366.7||ONE 2637871

浮浪児1945- : 戦争が生んだ子供たち
社会病理 ３階文庫架
/ 石井光太著. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10762, い-99-7).

368.28||ISH 2637219

自死は、向き合える : 遺族を支える、社会で防ぐ
/ 杉山春著. -- 岩波書店, 2017.8. -- (岩波ブックレット ; No.970).

368.3||SUG 2637405

社会病理 ３階固定一般

祖国の選択 : あの戦争の果て、日本と中国の狭間で
社会福祉 ３階文庫架
/ 城戸久枝著. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10763, き-46-1).

369.44||KID 2637243

学校事故の責任法理
/ 奥野久雄著 ; [1], 2. -- 法律文化社, 2004.6-2017.5.

学校経営・
管理.学校 ３階固定一般
保健

374.92||OK
2637774
U||2

経済的徴兵制をぶっ潰せ! : 戦争と学生
/ 雨宮処凛 [ほか] 著. -- 岩波書店, 2017.8. -- (岩波ブックレット ;
No.971).

大学・高
等・専門教
３階固定一般
育.学術行
政

377.9||AMA 2637391

系統樹や生態から見た進化
/ カール・ジンマー, ダグラス・J・エムレン著 ; 更科功 [ほか] 訳. -- 叢書.全集.
４階文庫架
講談社, 2017.8. -- (ブルーバックス ; B-1992 . カラー図解進化の教 選集
科書 ; 第3巻).

408||BLU||1
2637596
992

睡眠の科学 : なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか
叢書.全集.
/ 櫻井武著. -- 改訂新版. -- 講談社, 2017.8. -- (ブルーバックス ;
４階文庫架
選集
B-2026).

408||BLU||2
2637601
026

重力波で見える宇宙のはじまり : 「時空のゆがみ」から宇宙進化を
探る
叢書.全集.
４階文庫架
/ ピエール・ビネトリュイ著 ; 岡田好恵訳. -- 講談社, 2017.8. -- (ブ 選集
ルーバックス ; B-2027).

408||BLU||2
2637618
027
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元素118の新知識 : 引いて重宝、読んでおもしろい
/ 桜井弘編. -- 講談社, 2017.8. -- (ブルーバックス ; B-2028).

叢書.全集.
４階文庫架
選集

408||BLU||2
2637626
028

昆虫の交尾は、味わい深い…。
/ 上村佳孝著. -- 岩波書店, 2017.8. -- (岩波科学ライブラリー ;
264).

昆虫類

486.1||KAM 2637413

マンボウのひみつ
/ 澤井悦郎著. -- 岩波書店, 2017.8. -- (岩波ジュニア新書 ; 859).

脊椎動物 ３階新書架

487.76||SA
W

職場で出会うユニーク・パーソン : 発達障害の人たちと働くために
/ 原雄二郎, 鄭理香著. -- 誠信書房, 2017.5.

衛生学.公
衆衛生.予 ４階固定一般
防医学

498.8||HAR 2637741

衛生学.公
シリコンバレー式よい休息 : 最高のパフォーマンスを出すための
衆衛生.予 ４階固定一般
/ アレックス・スジョン-キム・パン著 : 野中香方子訳. -- 日経BP社.
防医学

498.8||PAN 2637464

鉄鋼材料の科学 : 鉄に凝縮されたテクノロジー
工業基礎
/ 谷野満, 鈴木茂著. -- 内田老鶴圃, 2001.7. -- (材料学シリーズ /
４階固定一般
学
堂山昌男, 小川恵一, 北田正弘監修).

501.42||TA
N

鋼橋
/ 小西一郎編 ; 基礎編 1 - 設計編 2. -- 丸善, 1975.3-1977.9.

橋梁工学 ４階固定一般

515.45||KO
1072846
N||1

鋼橋
/ 小西一郎編 ; 基礎編 1 - 設計編 2. -- 丸善, 1975.3-1977.9.

橋梁工学 ４階固定一般

515.45||KO
1039504
N||2

鋼橋
/ 小西一郎編 ; 基礎編 1 - 設計編 2. -- 丸善, 1975.3-1977.9.

橋梁工学 ４階固定一般

515.45||KO
1050346
N||2

４階固定一般

2637821

2637499

コンクリート構造物. -- 丸善, 1992.11. -- (鉄道構造物等設計標準・
同解説
鉄道工学 ４階固定一般
/ 鉄道総合技術研究所編).

516.2||TET

1336584

土構造物. -- 丸善, 1992.11. -- (鉄道構造物等設計標準・同解説
/ 鉄道総合技術研究所編).

516.2||TET

1336606

鉄道工学 ４階固定一般

河川水辺の国勢調査年鑑
河海工学.
/ リバーフロント整備センター編 ; 平成2・3年度 河川空間利用実態
４階固定一般
河川工学
調査編. -- 山海堂, 1993.5-.

517.21||RIV 1354566

絵で見るダムのできるまで
河海工学.
/ 中村靖治著 ; 1:計画・調査・用地編 - 5:施工編(フィルダム). -- 山
４階固定一般
河川工学
海堂, 1988.11-1995.4.

517.7||NAK|
1309781
|2

絵で見るダムのできるまで
河海工学.
/ 中村靖治著 ; 1:計画・調査・用地編 - 5:施工編(フィルダム). -- 山
４階固定一般
河川工学
海堂, 1988.11-1995.4.

517.7||NAK|
1330195
|3
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絵で見るダムのできるまで
河海工学.
/ 中村靖治著 ; 1:計画・調査・用地編 - 5:施工編(フィルダム). -- 山
４階固定一般
河川工学
海堂, 1988.11-1995.4.

517.7||NAK|
1485318
|4

絵で見るダムのできるまで
河海工学.
/ 中村靖治著 ; 1:計画・調査・用地編 - 5:施工編(フィルダム). -- 山
４階固定一般
河川工学
海堂, 1988.11-1995.4.

517.7||NAK|
1419129
|4

絵で見るダムのできるまで
河海工学.
/ 中村靖治著 ; 1:計画・調査・用地編 - 5:施工編(フィルダム). -- 山
４階固定一般
河川工学
海堂, 1988.11-1995.4.

517.7||NAK|
1480944
|5

海岸工学用語集 : 「和英対照付」「シソーラス付」
河海工学.
/ 土木学会海岸工学委員会編 ; [1992年版], 2001年版. -- 土木学
４階固定一般
河川工学
会, 1992.10-.

517.8||DOB 1341766

海岸工学用語集 : 「和英対照付」「シソーラス付」
河海工学.
/ 土木学会海岸工学委員会編 ; [1992年版], 2001年版. -- 土木学
４階固定参考
河川工学
会, 1992.10-.

517.803||D
OB

港湾の施設の技術上の基準・同解説 ; 上巻, 下巻. -- 改訂版.
-- 日本港湾協会, 1989.2.

河海工学.
４階固定一般
河川工学

517.81||NIH|
1103156
|2

GA DOCUMENT
/ 二川由夫編集 ; 140 - 143. -- A.D.A.Edita Tokyo, 2017.1-.

建築学

520.8||GAD|
2637651
|(42)

トコトンやさしい切削加工の本
/ 海野邦昭著. -- 日刊工業新聞社, 2010.10. -- (B&Tブックス . 今
日からモノ知りシリーズ).

機械工作.
４階固定一般
工作機械

532||UNN

2636948

演習水力学
/ 生井武文, 松尾一泰監修 ; 国清行夫, 木本知男, 長尾健共著 ; :
新装版. -- 森北出版, 2014.11.

流体機械.
４階固定一般
流体工学

534.1||IKU

2636913

演習で学ぶ「流体の力学」入門
/ 西海孝夫, 一柳隆義著. -- 秀和システム, 2013.10.

流体機械.
４階固定一般
流体工学

534.1||NIS

2637091

４階固定大型

1345494

トコトンやさしいポンプの本
流体機械.
/ 外山幸雄著. -- 日刊工業新聞社, 2016.9. -- (B&Tブックス . 今日
４階固定一般
流体工学
からモノ知りシリーズ).

534.4||SOT 2637081

トコトンやさしい油圧の本
/ 渋谷文昭著. -- 日刊工業新聞社, 2015.11. -- (B&Tブックス . 今
日からモノ知りシリーズ).

流体機械.
４階固定一般
流体工学

534.5||SHI

2636875

図解はじめての空気圧
流体機械.
/ はじめての空気圧編集委員会著. -- 改訂3版. -- 科学図書出版,
４階固定一般
流体工学
2016.2. -- (やさしいメカトロニクス入門シリーズ).

534.92||HA
J

2637022

流れ学 : 流体力学と流体機械の基礎
/ 山田英巳, 濱川洋充, 田坂裕司共著. -- 森北出版, 2016.6.

534||YAM

2637537

流体機械.
４階固定一般
流体工学
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精密機器.
４階固定一般
光学機器

535.8||SAG 2637502

レンズのしくみ
精密機器.
/ 中川治平著. -- ナツメ社, 2010.8. -- (図解雑学 : 絵と文章でわか
４階固定一般
光学機器
りやすい!).

535.87||NA
K

ワイヤレスが一番わかる : 広がりを見せるワイヤレスの世界わかり
やすい無線技術
通信工学.
４階固定一般
/ 小暮裕明, 小暮芳江著. -- 技術評論社, 2012.5. -- (しくみ図解 ; 電気通信
024).

547.5||KOG 2636972

電波とアンテナが一番わかる : 多彩な用途を実現する電波の不思
議アンテナのパフォーマンス
通信工学.
４階固定一般
/ 小暮裕明, 小暮芳江共著. -- 技術評論社, 2011.11. -- (しくみ図 電気通信
解 ; 019).

547.5||KOG 2636981

ワイヤレス通信工学
/ 三瓶政一編著. -- オーム社, 2014.3. -- (OHM大学テキスト).

通信工学.
４階固定一般
電気通信

547.5||SAN 2636964

電磁波のすばらしい世界 : 携帯電話から光合成まで
/ 高田達雄原著 ; 児玉浩憲編著. -- 電気学会.

通信工学.
４階固定一般
電気通信

547.5||TAK 2637553

トコトンやさしい無線通信の本
通信工学.
/ 若井一顕著. -- 日刊工業新聞社, 2013.8. -- (B&Tブックス . 今日
４階固定一般
電気通信
からモノ知りシリーズ).

547.5||WAK 2636956

画像入力とカメラ
/ 電子情報通信学会編. -- オーム社, 2012.6. -- (現代電子情報通 情報工学 ４階固定一般
信選書 : 知識の森).

548.21||DE
N

2637529

鉄鋼の科学
/ 鉄鋼と生活研究会編著. -- 日刊工業新聞社, 2010.5. -- (B&Tブッ 鉄鋼
クス . おもしろサイエンス).

４階固定一般

564||SUG

2636867

元素から見た鉄鋼材料と切削の基礎知識 : 「材料と加工の世界」が
つながる!
鉄鋼
/ 横山明宜著. -- 日刊工業新聞社, 2012.10.

４階固定一般

564||YOK

2637561

図解よくわかる貴金属材料
/ 岡田勝蔵著. -- 日刊工業新聞社, 2014.1.

非鉄金属 ４階固定一般

2637545

565.1||OKA 2637065

銅・銅合金
/ 日本伸銅協会編. -- 丸善出版, 2012.1. -- (現場で生かす金属材 非鉄金属 ４階固定一般
料シリーズ).

565.2||NIH

軽合金材料
/ 里達雄著. -- コロナ社, 2011.8.

非鉄金属 ４階固定一般

565.5||SAT 2637057

マグネシウム
/ 日本マグネシウム協会編. -- 丸善出版, 2011.6. -- (現場で生か
す金属材料シリーズ).

非鉄金属 ４階固定一般

565.53||NIH 2637472

2637049
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レアメタル・レアアースがわかる
/ 西脇文男著. -- 日本経済新聞出版社, 2011.3. -- (日経文庫 ;
1238).

非鉄金属 ４階固定一般

565.8||NIS

2636905

トコトンやさしいレアアースの本
/ 西川有司 [ほか] 著. -- 日刊工業新聞社, 2012.8. -- (B&Tブック
ス . 今日からモノ知りシリーズ).

非鉄金属 ４階固定一般

565.8||NIS

2637511

トコトンやさしい非鉄金属の本
/ 非鉄金属研究会編著. -- 日刊工業新聞社, 2010.8. -- (B&Tブッ
クス . 今日からモノ知りシリーズ).

非鉄金属 ４階固定一般

565||YAM

2637006

トコトンやさしい鋳造の本
金属加工.
/ 西直美, 平塚貞人著. -- 日刊工業新聞社, 2015.2. -- (B&Tブック
４階固定一般
製造冶金
ス . 今日からモノ知りシリーズ).

566.1||NIS

2636999

金属材料 : 加工技術者のための金属学の基礎と応用
金属加工.
/ 日本塑性加工学会編. -- コロナ社, 2016.11. -- (新塑性加工技術
４階固定一般
製造冶金
シリーズ ; 2).

566.2||NIH

2637031

塑性加工学
/ 小坂田宏造, 森謙一郎編著. -- 改訂版. -- 養賢堂, 2014.3.

金属加工.
４階固定一般
製造冶金

566.2||OSA 2637481

トコトンやさしいプレス加工の本
金属加工.
/ 山口文雄著. -- 日刊工業新聞社, 2012.7. -- (B&Tブックス . 今日
４階固定一般
製造冶金
からモノ知りシリーズ).

566.5||YAM 2636883

トコトンやさしい板金の本
金属加工.
/ 安田克彦著. -- 日刊工業新聞社, 2011.1. -- (B&Tブックス . 今日
４階固定一般
製造冶金
からモノ知りシリーズ).

566.5||YAS 2636931

はじめての表面処理技術
/ 仁平宣弘, 三尾淳共著. -- 技術評論社, 2012.5. -- (現場の即戦
力).

566.7||NIH

金属加工.
４階固定一般
製造冶金

2637014

金属界面の基礎と計測
金属加工.
/ 魚崎浩平, 近藤敏啓著 ; 日本化学会編. -- 共立出版, 2016.11. -４階固定一般
製造冶金
(化学の要点シリーズ ; 16).

566.7||UOS 2636891

現代めっき教本
/ 電気鍍金研究会編. -- 日刊工業新聞社, 2011.12.

566.78||DE
N

2636921

トコトンやさしい金属加工の本
金属加工.
/ 海野邦昭著. -- 日刊工業新聞社, 2013.3. -- (B&Tブックス . 今日
４階固定一般
製造冶金
からモノ知りシリーズ).

566||UNN

2637073

ズボラでも「投資」って、できますか?? : 元メガバンカーが教えるお金
家庭経済・
を守り、増やす超カンタンな方法
４階固定一般
経営
/ 高橋忠寛著. -- 大和書房, 2017.7.

591||TAK

2637731

スタイリストが教えるお客さまをもっと素敵にする!接客術
/ 山下万里香著. -- 同文舘出版, 2017.6. -- (DO BOOKS).

673.7||YAM 2637847

金属加工.
４階固定一般
製造冶金

商業経営.
４階固定一般
商店
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４階固定参考

678||TSU||2
2637677
017

イノベーションが切り拓く新時代と国土交通行政
交通政策・
/ 国土交通省編. -- 日経印刷, 2017.7. -- (国土交通白書 / 国土交
４階固定参考
行政・経営
通省編集協力 ; 2017(平成28年度年次報告)).

681.3||KOK|
2637693
|2017

交通安全白書 : 平成29年版
/ 内閣府編. -- 勝美印刷, 2017.6.

交通政策・
４階固定参考
行政・経営

681.3||KOT|
2637685
|2017

データ主導経済と社会変革
通信事業
/ 総務省編. -- 日経印刷. -- (情報通信白書 / 総務省編 ; 平成29
４階固定参考
史・事情
年版).

692.1||JOH|
2637707
|2017

テレビ番組海外展開60年史 : 文化交流とコンテンツビジネスの狭間
で
放送事業 ４階固定一般
/ 大場吾郎著. -- 人文書院, 2017.6.

699.21||OB
2637294
A

自由貿易、イノベーション、包摂的成長を支える新しい通商政策へ
/ 経済産業省編. -- 勝美印刷, 2017.8. -- (通商白書 / 通商産業省 貿易
編 ; 平成29年版).

日本語能力試験模試と対策N2
/ 新JLPT研究会著 ; アスク出版編集部編 ; vol. 2. -- アスク出版,
2010.5-.

日本語

３階日本語学習 810.79||SHI 2637278

日本語能力試験模試と対策N1
/ 新JLPT研究会著 ; アスク出版編集部編 ; vol. 2. -- アスク出版,
2010.4-.

日本語

３階日本語学習 810.79||SHI 2637286

詳解大学院への英語
/ 高橋勢史著. -- 東京図書, 2017.6.

英語

ラーニングコモンズ
830||TAK

イギリス英語発音教本
/ 小川直樹著. -- 研究社, 2017.6.

音声.音韻.
ラーニングコモンズ
831.1||OGA 2637261
文字

漱石先生の手紙が教えてくれたこと
/ 小山慶太著. -- 岩波書店, 2017.8. -- (岩波ジュニア新書 ; 858).

日本文学 ３階新書架

910||KOY

2637839

一茶の相続争い : 北国街道柏原宿訴訟始末
/ 高橋敏著. -- 岩波書店, 2017.8. -- (岩波新書 ; 新赤版 1674).

詩歌

911.35||TA
K

2637782

４階新書架

2637251

夜と会う。 : 放課後の僕と廃墟の死神
小説.物語 ３階文庫架
/ 蒼月海里著. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10769, あ-89-1).

913.6||AOT 2637324

ドッグ・メーカー : 警視庁人事一課監察係黒滝誠治
小説.物語 ３階文庫架
/ 深町秋生著. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10758, ふ-54-1).

913.6||FUK 2637375

薬屋のタバサ
/ 東直子著. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10760, ひ-42-1).

913.6||HIG

小説.物語 ３階文庫架

2637367
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小説.物語 ３階文庫架

913.6||OGA 2637197

波の音が消えるまで
/ 沢木耕太郎著 ; 第1部: 風浪編, 第2部: 雷鳴編, 第3部: 銀河編. 小説.物語 ３階文庫架
- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10713-10715, さ-7-23, さ-7-24,
さ-7-25).

913.6||SAW|
2637332
|1

波の音が消えるまで
/ 沢木耕太郎著 ; 第1部: 風浪編, 第2部: 雷鳴編, 第3部: 銀河編. 小説.物語 ３階文庫架
- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10713-10715, さ-7-23, さ-7-24,
さ-7-25).

913.6||SAW|
2637341
|2

波の音が消えるまで
/ 沢木耕太郎著 ; 第1部: 風浪編, 第2部: 雷鳴編, 第3部: 銀河編. 小説.物語 ３階文庫架
- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10713-10715, さ-7-23, さ-7-24,
さ-7-25).

913.6||SAW|
2637359
|3

島津戦記
/ 新城カズマ著 ; 1. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10770, し83-1).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||SHI||
2637316
1

夏の祈りは
/ 須賀しのぶ著. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10757, す-273).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||SUG 2637383

指の骨
/ 高橋弘希著. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10761, た-1201).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||TAK 2637201

満願
小説.物語 ３階文庫架
/ 米沢穂信著. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮文庫 ; 10755, よ-33-4).

913.6||YON 2637308

クラウド・テロリスト
/ フリーマントル [著] ; 松本剛史訳 ; 上, 下. -- 新潮社, 2017.8. -(新潮文庫 ; 10764-10765, フ-13-66, フ-13-67).

小説.物語 ３階文庫架

933.7||FRE||
2637227
1

クラウド・テロリスト
/ フリーマントル [著] ; 松本剛史訳 ; 上, 下. -- 新潮社, 2017.8. -(新潮文庫 ; 10764-10765, フ-13-66, フ-13-67).

小説.物語 ３階文庫架

933.7||FRE||
2637235
2

木に登る王 : 三つの中篇小説
/ スティーヴン・ミルハウザー著 ; 柴田元幸訳. -- 白水社, 2017.7.

小説.物語 ３階固定一般

933.7||MIL

2637881

黙約
/ ドナ・タート [著] ; 吉浦澄子訳 ; 上, 下. -- 新潮社, 2017.8. -- (新 小説.物語 ３階文庫架
潮文庫 ; 10766-10767, タ-9-1, タ-9-2).

933.7||TAR||12637171

黙約
/ ドナ・タート [著] ; 吉浦澄子訳 ; 上, 下. -- 新潮社, 2017.8. -- (新 小説.物語 ３階文庫架
潮文庫 ; 10766-10767, タ-9-1, タ-9-2).

933.7||TAR||22637189

