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書名

不思議の国のアリス / Carroll, Lewis, 1832-1898. -- 立風書房, 1982.6.

モモ : 時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語 / [エ
ンデ著] ; 大島かおり訳. -- 岩波書店, 1996.9. -- (エンデ全集 / [エンデ著] ; 3).

アルジャーノンに花束を / Keyes, Daniel, 1927-. -- 改訂版. -- 早川書房, 1999.12.

指輪物語 : 旅の仲間(上1) / Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973 ;
1. -- 新版. -- 評論社, 2002.1. -- (評論社文庫).

指輪物語 : 旅の仲間(上2) / Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973 ;
2. -- 新版. -- 評論社, 2002.1. -- (評論社文庫).

指輪物語 : 旅の仲間(下1) / Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973 ;
3. -- 新版. -- 評論社, 2002.1. -- (評論社文庫).

指輪物語 : 旅の仲間(下2) / Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973 ;
4. -- 新版. -- 評論社, 2002.1. -- (評論社文庫).

奇怪なサーカス. -- 小学館, 2001.7. -- (ダレン・シャン / Darren Shan作 ; 橋本恵訳 ;
[1]).

わたしを離さないで / Ishiguro, Kazuo, 1954-. -- 早川書房, 2006.4.

ベンジャミン・バトン : 数奇な人生 / Fitzgerald, F. Scott (Francis Scott), 1896-
1940. -- イースト・プレス, 2009.1.

真珠の耳飾りの少女 / Chevalier, Tracy, 1962-. -- 白水社, 2004.6. -- (白水Uブック
ス:海外小説の誘惑 ; 146).

星の王子さま / Saint-Exupry, Antoine de, 1900-1944. -- 論創社, 2005.6. --
(Ronso fantasy collection ; 1).

シャーロットのおくりもの / White, E. B. (Elwyn Brooks), 1899-. -- あすなろ書房,
2001.2.

ユゴーの不思議な発明 / Selznick, Brian. -- アスペクト, 2008.1.

ミレニアム : ドラゴン・タトゥーの女  [上] / Larsson, Stieg, 1954-2004 ; 1. -- 早川書
房, 2008.12.

ミレニアム : ドラゴン・タトゥーの女  [下] / Larsson, Stieg, 1954-2004 ; 1. -- 早川書
房, 2008.12.

七王国の玉座 : 氷と炎の歌 1 / Martin, George R. R. ; 上. -- 改訂新版. -- 早川書房,
2012.3. -- (ハヤカワ文庫 ; SF1844).

七王国の玉座 : 氷と炎の歌 1 / Martin, George R. R. ; 下. -- 改訂新版. -- 早川書房,
2012.3. -- (ハヤカワ文庫 ; SF1845).

ハンガー・ゲーム / Collins, Suzanne. -- メディアファクトリー, 2009.10.

夏への扉 / Heinlein, Robert A. (Robert Anson), 1907-1988. -- 新訳版. -- 早川書
房, 2009.8.

部屋 / Donoghue, Emma, 1969-. -- 講談社, 2011.10.

少年は残酷な弓を射る / Shriver, Lionel ; 上. -- イースト・プレス, 2012.6.

少年は残酷な弓を射る / Shriver, Lionel ; 下. -- イースト・プレス, 2012.6.

ホビットの冒険 / Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973. -- オリジナル
版. -- 岩波書店, 2002.12.
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レ・ミゼラブル / ユーゴー作 ; 豊島与志雄訳 ; 上 - 下. -- 新版. -- 岩波書店, 2001.1. -- (岩
波少年文庫 ; 536-537).

レ・ミゼラブル / ユーゴー作 ; 豊島与志雄訳 ; 上 - 下. -- 新版. -- 岩波書店, 2001.1. -- (岩
波少年文庫 ; 536-537).

鏡の国のアリス / ルイス・キャロル作 ; 脇明子訳. -- 岩波書店, 2000.11. -- (岩波少年文庫 ;
048).

グレート・ギャツビー / F.スコット・フィッツジェラルド著. -- IBCパブリッシング, 2009.9. --
(IBCオーディオブックス : やさしい英語を聴いて読む).

インフェルノ / ダン・ブラウン著 ; 越前敏弥訳 ; 上, 下. -- 角川書店, 2013.11.

インフェルノ / ダン・ブラウン著 ; 越前敏弥訳 ; 上, 下. -- 角川書店, 2013.11.

アンドロイドは電気羊の夢を見るか? / フィリップ・K・ディック著 ; 浅倉久志訳. -- 58刷. -- 早
川書房, 2011.6. -- (ハヤカワ文庫 ; SF229).

新訳思い出のマーニー / ジョーン・G・ロビンソン [著] ; 越前敏弥, ないとうふみこ訳. --
KADOKAWA, 2014.7. -- (角川文庫 ; 18676, [ロ14-1]).

猿の惑星新世紀 (ライジング) / アレックス・アーバイン [著] ; 富永和子訳. -- KADOKAWA,
2014.8. -- (角川文庫 ; 18726, [ン30-2]).

ブリジット・ジョーンズの日記 / ヘレン・フィールディング [著] ; 亀井よし子訳. --
KADOKAWA, 2015.4. -- (角川文庫 ; 19134, [フ36-1]).

http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000036682
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000036682
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000036682
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000036682
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000036981
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000036981
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=0100200069
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=0100200069
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000039887
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000039887
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000089706
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000089706
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000091819
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000091819
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000092638
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000092638
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000098044
http://oeculib.osakac.ac.jp/detail?bbid=1000098044

	2022.06

