
2015年１２月に受け入れた資料は１３９点です。
NO. 書名 著者名 出版者 出版年

1 ＡＥＲＡ’１５．１２．１４ 28 朝日新聞出版 2015
2 明日はわが身―若年認知症の夫と生きる 南田佐智恵 著 新潮社 2014
3 新しい道徳―「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか 北野武 著 幻冬舎 2015
4 生き物の描き方―自然観察の技法 盛口満 著 東京大学出版会 2012
5 いまこそ民主主義の再生を！ 新しい政治参加への希望 中野晃一 著 岩波書店 2015
6 うちの３姉妹 ６ 松本ぷりっつ 著 主婦の友社 2008
7 ＭｄＮ’１６．０１ 自分ごとの著作権。 ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 2015
8 神と仏の再発見―カミノミクスが地方を救う 長部日出雄 著 津軽書房 2014
9 キネマ旬報’１５．１２ 下旬号 ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ：ＴＨＥ ＦＯＲＣＥ ＡＷＡＫＥＮＳ「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」キネマ旬報社 2015

10 君が戦争を欲しないならば （岩波ブックレット９４２） 高畑勲 著 岩波書店 2015
11 ゴジラとナウシカ―海の彼方より訪れしものたち 赤坂憲雄 著 イースト・プレス 2014
12 CNN ENGLISH EXPRESS’１６．０１ 30 朝日出版社 2016
13 時代劇ベスト１００ （光文社新書） 春日太一 著 光文社 2014
14 「死」の百科事典 デボラ・ノイス 著 あすなろ書房 2014
15 「死は大事な仕事」しっかり死ぬということ ひろさちや 著 李白社 2013
16 宗教を生み出す本能―進化論からみたヒトと信仰 ニコラス・ウェイド 著 ＮＴＴ出版 2011
17 Sports Graphic NUMBER’１５．１２．１７ 36 文藝春秋 2015
18 「生命力」の行方-変わりゆく世界と分人主義 平野啓一郎 著 講談社 2014
19 戦争よりも本がいい 池内紀 著 講談社 2014
20 その日本語、どこがおかしい？―日本語教師のための文型指導法ガイドブック高嶋幸太 編著 国際語学社 2014
21 ダ・ヴィンチ’１６．０１ 23 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
22 たくさんのふしぎ’１６．０１ トドマツ 石黒誠 文・写真 福音館書店 2016
23 地下の国のアリス ルイス･キャロル 著 新書館 2005
24 地球を一周！せかいのこども 西靖 写真・文 朝日新聞出版 2014
25 月にハミング マイケル・モーパーゴ 著 小学館 2015
26 つながらない生活―「ネット世間」との距離のとり方 ウィリアム・パワーズ 著 プレジデント社 2012
27 定本 黒部の山賊―アルプスの怪 伊藤正一 著 山と渓谷社 2014
28 天才と異才の日本科学史―開国からノーベル賞まで、１５０年の軌跡 後藤秀機 著 ミネルヴァ書房 2013
29 とにかくうちに帰ります （新潮文庫） 津村記久子 著 新潮社 2015
30 日本語が世界を平和にするこれだけの理由 金谷武洋 著 飛鳥新社 2014
31 日本人が中国を嫌いになれないこれだけの理由 瀬口清之 著 日経ＢＰ社 2014
32 Newsweek  日本版’１５．１２．０８ 30 ＣＣＣメディアハウス 2015
33 人間は料理をする （下） 空気と土 マイケル・ポーラン 著 ＮＴＴ出版 2014
34 熱帯建築家 ジェフリー・バワの冒険 隈研吾 著 新潮社 2015
35 ネルソン・マンデラ―アパルト・ヘイトを終焉させた英雄 （ちくま評伝シリーズ〈ボルトレ〉）筑摩書房編集部 著 筑摩書房 2014
36 ファストフードが世界を食いつくす （草思社文庫） エリック・シュローサー 著草思社 2013
37 緑の光線 ジュール・ヴェルヌ 著 文遊社 2014
38 無の本―ゼロ、真空、宇宙の起源 ジョン・Ｄ・バロウ 著 青土社 2013
39 ＭＯＥ’１６．０１ 38 白泉社 2015
40 やまとなでしこの性愛史―古代から近代へ 和田好子 著 ミネルヴァ書房 2014
41 柚木紗弥郎―９２年分の色とかたち 柚木紗弥郎 著 グラフィック社 2014
42 ラスコーの洞窟―ぼくらの秘密の宝もの （絵本地球ライブラリー） エミリー・アーノルド・マッカリー 絵・文小峰書店 2014
43 レンズが撮らえた外国人カメラマンの見た幕末日本１ 小沢健志 監修 山川出版社 2014
44 レンズが撮らえた外国人カメラマンの見た幕末日本２ 小沢健志 監修 山川出版社 2014
45 わたしの木、こころの木 いせひでこ 絵・文 平凡社 2014
46 医療と安全管理  総集版’１６．０１ 28 ニホン・ミック 2016
47 シェイクスピアのいる文房具店 （はじめて読むじんぶん童話シリーズ） シン・ヨンラン 文 彩流社 2015
48 藤城清治の旅する影絵 日本 藤城清治 著 講談社 2015
49 １０代のうちに知っておきたい折れない心の作り方 水島広子 著 紀伊国屋書店 2014
50 ＡＥＲＡ’１５．１１．３０ 28 朝日新聞出版 2015
51 ＡＥＲＡ’１５．１２．０７ 28 朝日新聞出版 2015
52 青の炎 （角川文庫） 貴志祐介 著 角川書店 2002
53 朝日新聞縮刷版 ２０１５年１０月 ＮＯ．１１３２ 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2015
54 あなたのために―いのちを支えるスープ 辰巳芳子 著 文化出版局 2002
55 いえのなかのかみさま もとしたいづみ 文 光村教育図書 2014
56 怒り始めた娘たち―「母娘ストレス」の処方箋 香山リカ 著 新潮社 2014
57 石の虚塔―発見と捏造、考古学に憑かれた男たち 上原善広 著 新潮社 2014
58 痛いところから分かる骨・関節・神経の逆引診断事典 井尻慎一郎 著 創元社 2014
59 インカの世界を知る （岩波ジュニア新書８１９） 木村秀雄 著 岩波書店 2015
60 会社の未来は女性が拓く！ 植田寿乃 著 日本経済新聞出版社2014
61 かえるの竹取ものがたり （日本傑作絵本シリーズ） 俵万智 文 福音館書店 2014
62 カラー版 スキマの植物の世界 （中公新書） 塚谷裕一 著 中央公論新社 2015
63 完治―ＨＩＶに勝利した二人のベルリン患者の物語 ナターリア・ホルト 著 岩波書店 2015
64 希望の牧場 （いのちのえほん） 森絵都 作 岩崎書店 2014
65 京都で働く―アウェイな場所での挑戦 アリカ 編 新潮社 2015
66 近代フランス農村世界の政治文化 噂・蜂起・祝祭 工藤光一 著 岩波書店 2015
67 暮しの手帖’１５．１２－１６．０１ 年末年始のおもてなし料理のコツ 暮しの手帖社 2015
68 芸術新潮’１５．１２ 66 新潮社 2015
69 決戦！関ヶ原 伊東潤 著 講談社 2014
70 幻想の花園―図説 美学特殊講義 谷川渥 著 東京書籍 2015
71 荒野へ （集英社文庫） ジョン・クラカワー 著 集英社 2007
72 降霊会の夜 （朝日文庫） 浅田次郎 著 朝日新聞出版 2014



73 「サル化」する人間社会 （知のトレッキング叢書） 山極寿一 著 集英社インターナショナル2014
74 サルなりに思い出す事など―神経科学者がヒヒと暮らした奇天烈な日々ロバート・Ｍ・サポルスキー 著みすず書房 2014
75 自然がつくるかたち大図鑑―シャボン玉や地球はなぜ丸い？球・六角形から枝分かれまで高木隆司 監修 ＰＨＰ研究所 2013
76 島 （ものと人間の文化史 １７５） 田辺悟 著 法政大学出版局 2015
77 出世する武士、しない武士 （日経プレミアシリーズ２７２） 大石学 編 日本経済新聞出版社2015
78 小学４年生の世界平和 ジョン・ハンター 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014
79 商店街はいま必要なのか―「日本型流通」の近現代史 （講談社現代新書２３２５）満薗勇 著 講談社 2015
80 しんがり-山一證券最後の１２人 （講談社+α文庫） 清武英利 著 講談社 2015
81 SCREEN’１６．０１ＮＥＷＹＥＡＲ特大号 71 近代映画社 2015
82 「聖戦」の残像―知とメディアの歴史社会学 福間良明 著 人文書院 2015
83 聖地Ｃｓ 木村友祐 著 新潮社 2014
84 世界の９９％を貧困にする経済 ジョセフ･Ｅ・スティグリッツ 著徳間書店 2012
85 世界はデタラメ―ランダム宇宙の科学と生活 ブライアン・クレッグ 著 ＮＴＴ出版 2014
86 世界はなぜ月をめざすのか―月面に立つための知識と戦略 （ブルーバックス）佐伯和人 著 講談社 2014
87 世間のカラクリ 池田清彦 著 新潮社 2014
88 善の根拠 （講談社現代新書） 南直哉 著 講談社 2014
89 戦後日本の経済と社会 平和共生のアジアへ 石原享一 著 岩波書店 2015
90 戦争するってどんなこと？ （中学生の質問箱） Ｃ．ダグラス・ラミス 著 平凡社 2014
91 祖国の選択―あの戦争の果て、日本と中国の狭間で 城戸久枝 著 新潮社 2015
92 その”脳科学”にご用心―脳画像で心はわかるのか サリー・サテル 著 紀伊国屋書店 2015
93 TIME’１５．１１．３０－１５．１２．０７ 186 TIME社 2015
94 台湾の歓び 心悦台灣 四方田犬彦 著 岩波書店 2015
95 談春古往今来 立川談春 著 新潮社 2014
96 問いかける技術―確かな人間関係と優れた組織をつくる エドガー・Ｈ・シャイン 著 英治出版 2014
97 動物たちの武器―闘いは進化する ダグラス・Ｊ・エムレン 著 エクスナレッジ 2015
98 毒になる母―自己愛マザーに苦しむ子供 （講談社+α文庫） キャリル・マクブライド 著 講談社 2015
99 特別支援教育の実践情報’１５．１２/０１ 32 特別支援教育の実践研究会 編明治図書出版 2016

100 トリュフォー最後のインタビュー 山田宏一 著 平凡社 2014
101 なぜ「小三治」の落語は面白いのか？ 広瀬和生 著 講談社 2014
102 なぜネット社会ほど権力の暴走を招くのか ジュリア・カジェ 著 徳間書店 2015
103 ナポレオンに背いた「黒い将軍」―忘れられた英雄アレックス・デュマ トム・リース 著 白水社 2015
104 丹生都比売 梨木香歩作品集 梨木香歩 著 新潮社 2014
105 ニッポン周遊記―町の見つけ方・歩き方・つくり方 池内紀 著 青土社 2014
106 日本史の中の和歌浦 （塙選書１２１） 寺西貞弘 著 塙書房 2015
107 日本風物詩 ステュウット・ヴァーナム-アットキン 著ＩＢＣパブリッシング 2014
108 日本列島「現代アート」を旅する （小学館新書） 秋元雄史 著 小学館 2015
109 Newton’１６．０１ 36 ニュートンプレス 2016
110 Newsweek  日本版’１５．１２．０１ 30 ＣＣＣメディアハウス 2015
111 人間は料理をする （上） 火と水 マイケル・ポーラン 著 ＮＴＴ出版 2014
112 パインズ―美しい地獄 ブレイク・クラウチ 著 早川書房 2014
113 バカたれ。 松嶋啓介 著 主婦と生活社 2015
114 ハラールマーケット最前線―急増する訪日イスラム教徒の受け入れ態勢と、ハラール認証制度の今を追う佐々木良昭 著 実業之日本社 2014
115 ヒトの脳にはクセがある―動物行動学的人間論 （新潮選書） 小林朋道 著 新潮社 2015
116 ファスト＆スロー―あなたの意思はどのように決まるか（上） （ハヤカワノンフィクション文庫）ダニエル・カーネマン 著 早川書房 2014
117 ファスト＆スロー―あなたの意思はどのように決まるか（下） （ハヤカワノンフィクション文庫）ダニエル・カーネマン 著 早川書房 2014
118 ブッダの言葉 中村元 訳 新潮社 2014
119 ブルネイでバドミントンばかりしていたら、なぜか王様と知り合いになった。大河内博 著 集英社インターナショナル2014
120 兵士とセックス―第二次世界大戦下のフランスで米兵は何をしたのか？メアリー・ルイーズ・ロバーツ 著明石書店 2015
121 北京便り―中国の真の面影 孫歌 著 岩波書店 2015
122 別冊ＰＬＵＳ１ＬＩＶＩＮＧ’１５．ｗｉｎｔｅｒ 「人が集まる家」のおしゃれで、大人なインテリア 2015
123 放浪哲学―１１年かけて１３０カ国１５万キロの自転車ひとり旅 中西大輔 著 ＳＢクリエイティブ 2014
124 豆 （ものと人間の文化史 １７４） 前田和美 著 法政大学出版局 2015
125 森と山と川でたどるドイツ史 （岩波ジュニア新書８１７） 池上俊一 著 岩波書店 2015
126 ”役割語”小辞典 金水敏 編著 研究社 2014
127 野生のオーケストラが聴こえる―サウンドスケープ生態学と音楽の起源 バーニー・クラウス 著 みすず書房 2013
128 ユニコーンの乙女 決戦のとき 牧野礼 作 講談社 2015
129 ゆめみるハワイ （幻冬舎文庫） よしもとばなな 著 幻冬舎 2015
130 ユリイカ’１５．１２ 47 青土社 2015
131 ユリイカ’１６．０１臨時増刊 47 青土社 2015
132 読むだけ禅修行 ネルケ無方 著 朝日新聞出版 2014
133 読んだら忘れない読書術―精神科医が教える 樺沢紫苑 著 サンマーク出版 2015
134 李歐 （講談社文庫） 高村薫 著 講談社 1999
135 理科年表  平成２８年（２０１６） 机上版  第８９冊 国立天文台 編 丸善出版 2015
136 ロックフェラー回顧録（上） （新潮文庫） デイヴィッド･ロックフェラー 著新潮社 2014
137 ロックフェラー回顧録 （下） （新潮文庫） デイヴィッド・ロックフェラー 著新潮社 2014
138 和食はなぜ美味しい―日本列島の贈りもの 巽好幸 著 岩波書店 2014
139 わたしの中の自然に目覚めて生きるのです―あたらしい暮らしのちいさな魔法服部みれい 著 筑摩書房 2014


