
3月は107点受け入れました。
書名 著者名 出版者 出版年
３．１１を心に刻んで ２０１７
（岩波ブックレット９６３）

岩波書店編集部 編 岩波書店 2017

あなたの知らない美しく怖い
花言葉

池上良太 文 新紀元社 2016

あるいとう １ （マーガレットコ
ミックス）

ななじ眺 著 集英社 2012

アロマテラピーの基本 ４２種
類の症状別セルフケアを収録

枻出版社 2013

ウィル・グレイソン、ウィル・グ
レイソン （ＳＴＡＭＰ ＢＯＯＫＳ）

ジョン・グリーン 作 岩波書店 2017

チーズ・イン・コーベ マチビト 最果タヒ 文 Ｓｕｎｂoｒｎ 2017
つかってみよう！ことわざ３６
５日 ことばの事典３６５日

青木伸生 監修 小峰書店 2016

なにをどれだけ食べたらいい
の？ バランスのよい食事ガイ
ド（第３版）

香川芳子 監修 女子栄養大学出版部 2016

ネーミング全史 商品名が主
役に躍り出た

岩永嘉弘 著 日本経済新聞出版社 2017

はじめてのひとり暮らしＡ ｔｏ Ｚ
かんたん料理・家事のきほ
ん・インテリア

学研プラス 2009

バルト海を旅する４０章 ７つの
島の物語

小柏葉子 著 明石書店 2017

ひとり暮らしのラク家事ＢＯＯ
Ｋ （ひとり暮らしｎａｖｉシリーズ）

主婦と生活社 編 主婦と生活社 2008

ビルメンテナンススタッフにな
るには （なるにはＢｏｏｋｓ１４
５）

谷岡雅樹 著 ぺりかん社 2017

ふたつの海のあいだで （新潮
クレスト・ブックス）

カルミネ・アバーテ 著 新潮社 2017

レシピ公開「伊右衛門」と絶対
秘密「コカ･コーラ」、どっちが
賢い？ 特許・知財の最新常

新井信昭 著 新潮社 2016

ローカルブックストアである 福
岡ブックスキューブリック

大井実 著 晶文社 2017

欧米人とはこんなに違った日
本人の「体質」 科学的事実が
教える正しいがん・生活習慣
病予防

奥田昌子 著 講談社 2016

何がちがう？どうちがう？似て
いる日本語

佐々木瑞枝 著 東京堂出版 2017

騎士団長殺し 第１部 顕れる
イデア編

村上春樹 著 新潮社 2017

騎士団長殺し 第２部 遷ろうメ
タファー編

村上春樹 著 新潮社 2017

近現代作家集 １ （日本文学
全集２６）

池澤夏樹 個人編集 河出書房新社 2017

佐野洋子 あっちのヨーコ こっ
ちの洋子

佐野洋子 文と絵 平凡社 2017

職場がヤバい！不正に走る
普通の人たち

前田康二郎 著 日本経済新聞出版社 2016

神戸・阪神「名所」の旅 江戸
時代の絵図と歩く

大国正美 著 神戸新聞総合出版センター 2016

親に壊された心の治し方 「育
ちの傷」を癒す方法がわかる
本

藤木美奈子 著 講談社 2017

生き方の問題なんだ。 大嶋重徳 著 いのちのことば社 2017

漫画の舞台は、

神戸市北野町。

『100万回生き

たねこ』の著

者。未発表作

品も収録！

話題の本です！

貸し出し中のとき

は、予約をかけ

てくださいね。

イタリアの注目

作家だそうで

す！



村上春樹と私 日本の文学と
文化に心を奪われた理由

ジェイ・ルービン 著 東洋経済新報社 2016

池上彰さんと学ぶみんなのメ
ディアリテラシー１ メディアの
役割とその仕組み

池上彰 監修 学研プラス 2015

池上彰さんと学ぶみんなのメ
ディアリテラシー３ スマホ・ＳＮ
Ｓとの正しい付き合い方

池上彰 監修 学研プラス 2015

池上彰さんと学みんなのメ
ディアリテラシー２ インター
ネットの便利さ・怖さ

池上彰 監修 学研プラス 2015

都会のオンナの子ひとり暮ら
しノート

ニーナ・ウィルドルフ 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2005

表とグラフでみる 日本のすが
た２０１７ 「日本国勢図会」
ジュニア版  改訂第４８版 日
本をもっと知るための社会科
資料集

矢野恒太記念会 編 矢野恒太記念会 2017

福島の花さかじいさん 阿部一
郎～開墾した山を花見山公園
に～

森川成美 著 佼成出版社 2017

悠遠の人 高山右近 塩見弘子 著 ドン・ボスコ社 2017
ドローンが拓く未来の空 飛行
のしくみを知り安全に利用す

鈴木真二 著 化学同人 2017

教育劣位社会 教育費をめぐ
る世論の社会学

矢野眞和 著 岩波書店 2016

ＤＡＹＳ １ 出会い 石崎洋司 作 講談社 2017
アトミック･ボックス （角川文
庫）

池澤夏樹 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

あやかしとおばんざい２ ～ふ
たごの京都妖怪ごはん日記
（メディアワークス文庫）

仲町六絵 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

いつか春の日のどっかの町へ
（角川文庫）

大槻ケンヂ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

ウォルト・ディズニー伝記 ミッ
キーマウス、ディズニーランド
を創った男

ビル・スコロン 文 講談社 2017

それは秘密の （新潮文庫） 乃南アサ 著 新潮社 2017
たけしの面白科学者図鑑 地
球も宇宙もナゾだらけ！

ビートたけし 著 新潮社 2017

ビブリア古書堂の事件手帖７
～栞子さんと果てない舞台～
（メディアワークス文庫）

三上延 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

もしも病院に犬がいたら こど
も病院ではたらく犬、ベイリー

岩貞るみこ 作 講談社 2017

よみがえる力は、どこに （新
潮文庫）

城山三郎 著 新潮社 2017

火花 （文春文庫） 又吉直樹 著 文藝春秋 2017
学校の都市伝説は知っている
探偵チームＫＺ事件ノート

藤本ひとみ 原作 講談社 2017

古代研究 ３ 民俗学篇 ３ （角
川ソフィア文庫）

折口信夫 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

呼人 （講談社文庫） 野沢尚 著 講談社 2002
作家になりたい！ １ 恋愛小
説、書けるかな？

小林深雪 作 講談社 2017

産む、産まない、産めない
（講談社文庫）

甘糟りり子 著 講談社 2017

私が語り伝えたかったこと
（河出文庫）

河合隼雄 著 河出書房新社 2017

今月はひとり暮

らしに役立つ本

が、このほかにも

はいってきました。

将来の参考に！

今年は実写＆ア

ニメ映画化が決

定！図書館で特

集展示も行いま

した。

ドラマに続いて

映画化も決定！

又吉さんの本は

このほかにも所

蔵しています。

星野源さんの本

では対談も行っ

ていましたよ。



昭和最後の日 テレビ報道は
何を伝えたか

日本テレビ報道局天皇取材班 著 新潮社 2015

創造的人間 （角川ソフィア文
庫）

湯川秀樹 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

忍者の兵法 三大秘伝書を読
む

中島篤巳 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

美女と野獣 七つの美しいお
姫さま物語

ボーモン夫人 作 講談社 2017

緑の家の女 カサ・ベルデ （角
川文庫）

逢坂剛 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

うちってやっぱりなんかへん？ トーリル・コーヴェ 作 偕成社 2017
森のまほうの洋服 﨑戸美水 文 神戸製鋼所 2016
森野銀行小山支店 藤原瑛人 文 神戸製鋼所 2016
なぜ日本人は「のし袋」を使う
のか？ （淡交新書）

齋藤和胡 著 淡交社 2016

ほろ酔い文学談義 谷崎潤一
郎―その棲み家と女

たつみ都志 著 幻冬舎メディアコンサルティング 2016

人はなぜ物語を求めるのか
（ちくまプリマー新書２７３）

千野帽子 著 筑摩書房 2017

正しく怖がる感染症 （ちくまプ
リマー新書２７４）

岡田晴恵 著 筑摩書房 2017

天災と日本人 地震・洪水・噴
火の民俗学

畑中章宏 著 筑摩書房 2017

日本エリートはズレている （角
川新書）

道上尚史 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

猫の日本史 猫と日本人がつ
むいだ千三百年の物語

桐野作人 編著 洋泉社 2017

朝日ジュニア学習年鑑２０１７ 朝日新聞出版 2017
Ｍｅｍｏｒｉｅｓ ｓｔａｙ ａｌｉｖｅ 二〇
一七年松蔭高等学校 SHOIN
６９ｔｈ

松蔭高等学校  第６９回生 2017

ＡＥＲＡ’１７．０３．１３ 30 朝日新聞出版 2017
ＡＥＲＡ’１７．０３．２０ 30 朝日新聞出版 2017
ＢＥ－ＰＡＬ’１７．０４ 37 小学館 2017
Casa BRUTUS’１７．０４ 18 マガジンハウス 2017
ＣＬｉＣＫ’１７．Ｍａｒｃｈ Ｂｅａｕｔｙ
ａｎｄ ｔｈｅ Ｂｅａｓｔ

Mary Glasgow Magazines 2017

CNN ENGLISH EXPRESS’１
７．０４ 31

朝日出版社 2017

ＥＬＬＥ ＤＥＣＯＲ エル・デコ’１
７．０４ 26

ハースト婦人画報社 2017

ELLE’１７．０４ 32 Hearst Communications Inc. 2017
ＭｄＮ’１７．０４ 作品のスタッ
フ・クレジットから読み解けるも
の

ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 2017

ＭＯＥ’１７．０４ 39 白泉社 2017
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０
３．０７ 32

ＣＣＣメディアハウス 2017

Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０
３．１４ 32

ＣＣＣメディアハウス 2017

Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０
３．２１ 32

ＣＣＣメディアハウス 2017

Sports Graphic NUMBER’１
７．0３．３０ 38

文藝春秋 2017

TIME’１７．０３．１３ 189 TIME社 2017
TIME’１７．０３．２０ 189 TIME社 2017
ＶＯＧＵＥ’１７．０２ 17 2017
えんぶ’１７．０４ 2 演劇ぶっく社 えんぶ 2017

実写映画がつ

いに公開！吹

き替え、オリジ

ナルどちらを観

ますか？

絵本も所蔵して

います。

京都文化博物

館で「いつだっ

て猫展」が今

月末より開始。

猫好きな人に

はたまらな

い？

作品クレジットに

注目してこそマニ

ア！

つい早送りしてい

ませんか？



キネマ旬報’１６．０３ 下旬号
２０１６年映画業界 総決算

キネマ旬報社 2017

ジュニアエラ junior AERA `1
７.０４ 図解でわかるお金のしく

2017

ダ・ヴィンチ’１７．０４ 24 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
たくさんのふしぎ’１７．０４ 宇
宙とわたしたち

藤沢健太 文 福音館書店 2017

医療と安全管理  総集版’１
７．０４ 29

ニホン・ミック 2017

栄養と料理’１７．０４ 83 女子栄養大学出版部 2017
科学と環境版’１７．０４ 29 ニホン・ミック 2017
教育版’１７．０４ 29 ニホン・ミック 2017
健康りてらしぃ’１７．０４ 29 ニホン・ミック 2017
食と生活版’１７．０４ 29 ニホン・ミック 2017
信徒の友’１７．０４ イース
ター 新しい光に照らされて

日本キリスト教団出版局 2017

日経パソコン’１７．０３．１３
基本ワザから最新ツールまで
ＰＤＦ活用自由自在

日経BP社 2017

日経パソコン’１７．０３．２７ さ
らばハードディスク！高速ＳＳ
Ｄ活用の極意

日経BP社 2017

美術手帖’１７．０４ 69 美術出版社 2017
福祉ニュース  障害福祉編’１
7．０４ 29

ニホン・ミック 2017

文藝春秋’１７．０４ 95 文藝春秋 2017
別冊ＰＬＵＳ１ＬＩＶＩＮＧ’１７．Ｓ
ｐｒｉｎｇ 気負わず、楽しく、自分
らしく。こだわりのある家づく
り、をはじめよう

2017

別冊ＰＬＵＳ１ＬＩＶＩＮＧ’みんな
が建てた 海辺の家と暮らし
（みんなの家づくり）

主婦の友社 2017

別冊ＰＬＵＳ１ＬＩＶＩＮＧ’みんな
が建てた 小さな家と暮らし
（みんなの家づくり）

主婦の友社 2017

・スポーツのうん

ちく「卓球」

・東日本大震災

被災地の今

池田学特集


