
提供本リスト（                                                    ） 46 冊セアラ州立大学

書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

2211 HERO　映画版 福田靖

蒔田陽平 角川書店

2007 203 セアラ州立大学 ブックオフ8

38 アンクル・トム物語 ストー夫人

中山知子

倉橋達治

ポプラ社

1988 131 セアラ州立大学 ブックオフ1

1766 がたがたふるえるゆうれい話 木暮正夫 原ゆたか

岩波書店

1988 95 セアラ州立大学 横浜緑ロータリー

2352 かちかちやま　したきりすず
め

松谷みよ子 井上洋介

講談社

1989 95 セアラ州立大学 ブックオフ8

1487 さるのこしかけ さくらももこ

集英社

1992 227 セアラ州立大学 ブックオフ7

39 ジャックと豆のつる イギリス民話

西本鶏介

奈良坂智子

ポプラ社

1988 139 セアラ州立大学 ブックオフ1

1401 ズッコケ三人組対怪盗X 那須正幹

前川かずお

高橋信也

ポプラ社

1992 202 セアラ州立大学 ブックオフ7

1492 たいのおかしら さくらももこ

集英社

1993 215 セアラ州立大学 ブックオフ7

2487 たのしい作文3年生 日本作文の会

小峰書店

1990 178 セアラ州立大学 ブックオフ8

391 チロヌップのきつね 高橋宏幸

金の星社

1990 75 セアラ州立大学 ブックオフ4



書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

2719 とうめい人間ジャン　かいぞく
ポケット14

寺村輝夫 永井郁子

あかね書房

1995 103 セアラ州立大学 ブックオフ8

2692 なぞのたから島　かいぞくポ
ケット1

寺村輝夫 永井郁子

あかね書房

1989 103 セアラ州立大学 ブックオフ8

2710 のろわれたたまご　かいぞく
ポケット3

寺村輝夫 永井郁子

あかね書房

1990 103 セアラ州立大学 ブックオフ8

2325 ハリー・ポッターQUIZ1000 ホグワーツ魔法クイ
ズ研究会

二見書房

2002 191 セアラ州立大学 ブックオフ8

2308 フィギュア王　107

ワールドフォトプレス

2007 セアラ州立大学 ブックオフ8

2309 フィギュア王　124

ワールドフォトプレス

2008 セアラ州立大学 ブックオフ8

1767 ふうちゃんのハーモニカ 西野綾子 ふりやかよこ

ひくまの出版

1995 111 セアラ州立大学 横浜緑ロータリー

2217 フォレスト・ガンプ ウィンストン・グルー
ム
小川敏子 講談社

1994 296 セアラ州立大学 ブックオフ8

2761 ふたごの魔法つかい　海のゆ
びわ

川北亮司 ふりやかよこ

フォア文庫

1997 117 セアラ州立大学 ブックオフ8

2760 ふたごの魔法つかい　五つの
月

川北亮司 ふりやかよこ

フォア文庫

1997 119 セアラ州立大学 ブックオフ8

2762 ふたごの魔法つかいSOS 川北亮司 ふりやかよこ

フォア文庫

1995 117 セアラ州立大学 ブックオフ8



書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

2764 ふたごの魔法つかいと女神
の星

川北亮司 ふりやかよこ

フォア文庫

1993 126 セアラ州立大学 ブックオフ8

1982 ブリジット・ジョーンズの日記 ヘレン・フィールディ
ング
亀井よし子 ソニーマガジンズ

1998 408 セアラ州立大学 ブックオフ8

2679 ぼくのなまえはいっすんぼう
し

にほんのむかしばな
し1

どんちゃかくらぶ

1992 29 セアラ州立大学 ブックオフ8

1759 ほんとにほんとの１ねんせい 鈴木喜代春 うちげけい

金の星社

1990 86 セアラ州立大学 横浜緑ロータリー

2382 マリア探偵社　奇怪なマンショ
ン

川北亮司 大井知美

フォア文庫

2003 141 セアラ州立大学 ブックオフ8

2380 マリア探偵社　死界からの
メッセージ

川北亮司 大井知美

フォア文庫

2001 141 セアラ州立大学 ブックオフ8

2759 マリア探偵社　謎のダイアモ
ンド

川北亮司 大井知美

フォア文庫

2003 141 セアラ州立大学 ブックオフ8

2381 マリア探偵社　魔女のクロス
ワード

川北亮司 大井知美

フォア文庫

2002 135 セアラ州立大学 ブックオフ8

2315 モーニングチャンネル

角川書店

2005 セアラ州立大学 ブックオフ8

1495 もものかんづめ さくらももこ

集英社

1991 232 セアラ州立大学 ブックオフ7

1768 わたしのあしながおじさん　
「世界名作劇場」放送作品

ウェブスター

田中史子

木村光雄

学研

1990 52 セアラ州立大学 横浜緑ロータリー



書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

1427 解放区 木村拓哉

集英社

2003 302 セアラ州立大学 ブックオフ7

2304 機動戦士ガンダムOO　オフィ
シャルファイル　２

講談社

2008 セアラ州立大学 ブックオフ8

2305 機動戦士ガンダムOO　オフィ
シャルファイル　３

講談社

2008 セアラ州立大学 ブックオフ8

2306 機動戦士ガンダムOO　オフィ
シャルファイル　４

講談社

2008 セアラ州立大学 ブックオフ8

2711 空とぶかいぞくせん　かいぞく
ポケット2

寺村輝夫 永井郁子

あかね書房

1989 103 セアラ州立大学 ブックオフ8

855 最新日本語活用辞典 現代用語の基礎知
識1999別冊付録

自由国民社

1999 319 セアラ州立大学 図書館フェア

2252 指輪物語１　旅の仲間　上 J.R.Rトールキン

瀬田貞二　田中明
子

評論社

1992 396 セアラ州立大学 ブックオフ8

954 若草ものがたり オルコット

岡上鈴江

世界名作童話全集
28
ポプラ社

1964 155 セアラ州立大学 教職員

1407 蹴りたい背中 綿矢りさ

河出書房新社

2003 140 セアラ州立大学 ブックオフ7

85 宿題おまかせ　紙ねんど

ＭＰＣ

1997 127 セアラ州立大学 ブックオフ1

35 小鹿物語 ローリングス

まだらめ三保

村井香葉

ポプラ社

1989 139 セアラ州立大学 ブックオフ1



書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

775 世界の中心で、愛をさけぶ 片山恭一

小学館

2001 206 セアラ州立大学 ブックオフ2

1763 日本むかしばなし３ 寺村輝夫 ヒサクニヒコ

あかね書房

1980 111 セアラ州立大学 横浜緑ロータリー

2236 魔法使いハウルと火の悪魔 ダイアナ・ウィン・
ジョーンズ
西村醇子 徳間書店

1997 302 セアラ州立大学 ブックオフ8


