
蔵書番号 TRCNO 受入日 状態 貸出可否 場所名 受入先 財源 NDC分類 図書・著者記号巻記号 TRC MARC No ISBN 書名 書名ヨミ 副書名 副書名ヨミ 本シリーズ名

1310018436 15027309 20161028 在架 可 図書館 ○○書店 公費 933 ガ 9784092905764 マザーランドの月 マザー　ランド　ノ　ツキ ＳＵＰＥＲ！ＹＡ　

1310018437 16033870 20161028 在架 可 図書館 ○○書店 公費 913.6 エ 9784800257499 何様ですか？ ナニサマ　デスカ 宝島社文庫　このミス大賞

1310018438 15017292 20161109 在架 可 図書館 ○○書店 公費 480 サ 9784773087659 本当にいる世界の超危険生物大図鑑 ホントウ　ニ　イル　セカイ　ノ　チョウキケン　セイブツ　ダイズカン

1310018439 16050829 20161109 在架 可 図書館 ○○書店 公費 913.6 ア 2 9784046315496 少年探偵響　２ ショウネン　タンテイ　ヒビキ 角川つばさ文庫

1310018440 15033244 20161109 在架 可 図書館 ○○書店 公費 404 マ 9784152095459 ホワット・イフ？ ホワット　イフ 野球のボールを光速で投げたらどうなるか ヤキュウ　ノ　ボール　オ　コウソク　デ　ナゲタラ　ドウナルカ

1310018441 16037343 20161109 在架 可 図書館 ○○書店 公費 480.4 ツ 9784860815462 雑学子どもにウケるたのしいクイズ ザツガク　コドモ　ニ　ウケル　タノシイ　クイズ ＷＩＤＥ　ＳＨＩＮＳＨＯ

1310018442 98005400 20161109 在架 禁止 図書館 ○○書店 公費 448.9 チ 9784092531659 地図がよくわかる チズ　ガ　ヨク　ワカル ドラえもんの学習シリーズ　ドラえもんの社会科おもしろ攻略

1310018443 2063298 20161109 在架 可 図書館 ○○書店 公費 488.66 フ 9784484024158 ペンギンガイドブック ペンギン　ガイドブック

1310018444 16042659 20161109 在架 可 図書館 ○○書店 公費 830 ア 9784087860689 『ジョジョの奇妙な冒険』で英語をもっと学ぶッ！！ ジョジョ　ノ　キミョウ　ナ　ボウケン　デ　エイゴ　オ　モット　マナブッ

1310018445 16033405 20161109 在架 可 図書館 ○○書店 公費 319.8 オ 9784777118120 オバマ大統領広島スピーチ全文 オバマ　ダイトウリョウ　ヒロシマ　スピーチ　ゼンブン 対訳版 タイヤクバン

1310018446 15054370 20161109 在架 可 低学年図書館 ○○書店 公費 268 ガ 9784897377995 マチュ・ピチュのひみつ マチュ　ピチュ　ノ　ヒミツ インカ帝国の失われた都市 インカ　テイコク　ノ　ウシナワレタ　トシ Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ　世界遺産◎考古学ミステリー

1310018447 15054383 20161109 紛失 可 低学年図書館 ○○書店 公費 232.8 オ 9784897378015 ポンペイのひみつ ポンペイ　ノ　ヒミツ 地中に埋もれたローマの古代都市 チチュウ　ニ　ウズモレタ　ローマ　ノ　コダイ　トシ Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ　世界遺産◎考古学ミステリー

1310018448 15060182 20161109 紛失 可 図書館 ○○書店 公費 222.02 チ 9784897378022 兵馬俑のひみつ ヘイバヨウ　ノ　ヒミツ 古代中国の皇帝の墓 コダイ　チュウゴク　ノ　コウテイ　ノ　ハカ Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ　世界遺産◎考古学ミステリー

1310018449 16037584 20161109 不明 可 図書館 ○○書店 公費 480.76 マ 9784479392927 その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いかた ソノ　ミチ　ノ　プロ　ニ　キク　フツウ　ジャ　ナイ　イキモノ　ノ　カイカタ　ソノ　ミチ　ノ　プロ　ニ　キク　イキモノ　ノ　カイカタ

1310018450 15010506 20161109 不明 可 図書館 ○○○○ 寄贈 588.51 サ 9784526073762 発酵食品の科学 ハッコウ　ショクヒン　ノ　カガク Ｂ＆Ｔブックス　おもしろサイエンス

1310018451 16035729 20161116 除籍 可 図書館 ○○○○ 寄贈 E タ 9784591150597 ＭＯＮＵＭＥＮＴＡＬ世界のすごい建築 モニュメンタル　セカイ　ノ　スゴイ　ケンチク 地図と絵でみる１７８の建物 チズ　ト　エ　デ　ミル　ヒャクナナジュウハチ　ノ　タテモノ ポプラせかいの絵本

1310018452 12034355 20161116 除籍 可 図書館 ○○○○ 寄贈 290 ア 9784759814835 ヒラメキ公認ガイドブックこんな世界地図、みたことない ヒラメキ　コウニン　ガイドブック　コンナ　セカイ　チズ　ミタ　コト　ナイ



下位のシリーズ名 下位のシリーズ番号 本シリーズ名<カタカナ形> 下位のシリーズ名<カタカナ形> 下位のシリーズ番号 巻次 著者 著者ヨミ 出版社 出版社ヨミ 出版年 定価

スーパー　ワイエー サリー・ガードナー∥著//三辺／律子∥訳 ガードナー　サリー//サンベ　リツコ 小学館 ショウガクカン 2015/5/1 ¥1,500

Ｃえ－２－１ タカラジマシャ　ブンコ 枝松／蛍∥著 エダマツ　ホタル 宝島社 タカラジマシャ 2016/7/1 ¥600

実吉／達郎∥著 サネヨシ　タツオ 笠倉出版社 カサクラシュッパンシャ 2015/4/1 ¥900

豪華特急で駆けぬけろ！の巻 Ａあ３－４２ カドカワ　ツバサ　ブンコ ゴウカ　トッキュウ　デ　カケヌケロ　ノ　マキ 2 秋木／真∥作//しゅー∥絵 アキギ　シン//シュー ＫＡＤＯＫＡＷＡ カドカワ 2016/10/1 ¥660

ランドール・マンロー∥著//吉田／三知世∥訳 マンロー　ランダル//ヨシダ　ミチヨ 早川書房 ハヤカワショボウ 2015/6/1 ¥1,500

225 ワイド　シンショ 坪内／忠太∥著 ツボウチ　チュウタ 新講社 シンコウシャ 2016/7/1 ¥900

ドラエモン　ノ　ガクシュウ　シリーズ 小学館 ショウガクカン 1998/2/1 ¥760

藤原／幸一∥著 フジワラ　コウイチ ＴＢＳブリタニカ ティービーエスブリタニカ 2002/12/1 ¥2,600

荒木／飛呂彦∥原作//マーティ・フリードマン∥監修//北浦／尚彦∥訳・文 アラキ　ヒロヒコ//フリードマン　マーティ//キタウラ　ナオヒコ 集英社 シュウエイシャ 2016/8/1 ¥1,000

オバマ∥〔述〕//国際情勢研究会∥編 オバマ　バラク//コクサイ　ジョウセイ　ケンキュウカイ ゴマブックス ゴマブックス 2016/7/1 ¥980

リクヨウシャ　チルドレン　アンド　ワイエー　ブックス スザンヌ・ガーブ∥著//リンダ・オルソン∥指導//六耀社編集部∥編訳 ガーブ　スザンヌ//オルソン　リンダ//リクヨウシャ 六耀社 リクヨウシャ 2015/10/1 ¥1,850

リクヨウシャ　チルドレン　アンド　ワイエー　ブックス ティム・オーシェイ∥著//リチャード・Ｓ．ウィリアムズ∥指導//六耀社編集部∥編訳 オーシェイ　ティム//ウィリアムズ　リチャード//リクヨウシャ 六耀社 リクヨウシャ 2015/10/1 ¥1,850

リクヨウシャ　チルドレン　アンド　ワイエー　ブックス マイケル・チャペック∥著//ハンチョウ・リュウ∥指導//六耀社編集部∥編訳 チャペック　マイケル//ルー　ハンチャオ//リクヨウシャ 六耀社 リクヨウシャ 2015/11/1 ¥1,850

松橋／利光∥著 マツハシ　トシミツ 大和書房 ダイワショボウ 2016/8/1 ¥1,500

ビー　アンド　ティー　ブックス 坂本／卓∥著 サカモト　タカシ 日刊工業新聞社 ニッカンコウギョウシンブンシャ 2015/2/1 ¥1,600

54 ポプラ　セカイ　ノ　エホン サラ・タヴェルニエ∥著//アレクサンドル・ヴェルイーユ∥著//河野／彩∥訳//加藤／耕一∥監修 タヴェルニエ　サラ//ヴェルイーユ　アレクサンドル//コウノ　アヤ//カトウ　コウイチ ポプラ社 ポプラシャ 2016/7/1 ¥2,800

サイモン・アダムズ∥文//リサ・スワーリング∥イラスト//ラルフ・レイザー∥イラスト//伊藤／伸子∥訳 アダムズ　サイモン//スワーリング　リサ//レイザー　ラルフ//イトウ　ノブコ 化学同人 カガクドウジン 2012/7/1 ¥2,500



利用者コード 利用者名 利用者名ヨミ 学年 クラス 出席番号 性別 利用者グループ

2019001 ○○　○○ ○○　○○ 1 1 1 男 子ども

2019002 ○○　○○ ○○　○○ 1 1 2 男 子ども

2019003 ○○　○○ ○○　○○ 1 1 3 男 子ども

2019004 ○○　○○ ○○　○○ 0 1 4 女 先生

2019005 ○○　○○ ○○　○○ 0 1 5 女 先生



貸出番号 利用者番号蔵書番号 貸出年月日 返却予定日 返却日 貸出時の学年

1 2019001 1000000001 2018/5/1 2018/5/7 2018/5/6 1

2 2019001 1000000002 2019/3/31 2019/4/9 1


