
4月は182点受け入れました。
書名 著者名 出版者 出版年
《原爆の図》のある美術館 丸木位里、丸
木俊の世界を伝える

岡村幸宣 著
岩波書店 2017

《統計から読み解く》都道府県ランキング
Ｖｏｌ．２ 消費・行動編

久保哲朗 著
新建新聞社 2017

「また、必ず会おう」と誰もが言った。 偶
然であった、たくさんの必然

喜多川泰 著
サンマーク出版 2010

「福」に憑かれた男 人生を豊かに変える
３つの習慣

喜多川泰 著
総合法令出版 2008

ＡＲＴＩＳＴ ｔｏ ａｒｔｉｓｔ 未来の芸術家たちへ
２３人の絵本作家からの手紙

エリック･カール
美術館 ほか著

東京美術 2017

ストロベリーライフ 荻原浩 著 毎日新聞出版 2016
ちいさい言語学者の冒険 子どもに学ぶ
ことばの秘密

広瀬友紀 著
岩波書店 2017

フラダン （Ｓｕｎｎｙｓｉｄｅ Ｂｏｏｋｓ） 古内一絵 作 小峰書店 2016
ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペ

ルト 著
あすなろ書房 2016

ボブという名のストリート･キャット ジェームズ・ボー
エン 著

辰巳出版 2013

まるごとハロウィン コダシマアコ 著 かもがわ出版 2016
もっと知ろう 発達障害の友だち①ＡＤＨＤ
の友だち どうしてじっとしていられない

原仁 編著
合同出版 2017

もっと知ろう 発達障害の友だち②自閉症
の友だち なぜこまかいところにこだわる

原仁 編著
合同出版 2017

もっと知ろう 発達障害の友だち③ＬＤの
友だち なぜよみかきがにがてなの？

上野一彦 編著
合同出版 2017

愛しのオクトパス 海の賢者が誘う意識と
生命の神秘の世界

サイ・モンゴメ
リー 著

亜紀書房 2017

円周率の謎を追う―江戸の天才数学者・
関孝和の挑戦

鳴海風 作
くもん出版 2016

甘くてかわいいお菓子の仕事 自分流・夢
の叶え方

ＫＵＮＩＫＡ 著
河出書房新社 2017

気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企
業 いまから知っておきたい働く人のルー
ル 〈３〉ノルマ達成できないと罰金！？

ブラックバイトか
ら子どもたちを守
る会 編

汐文社 2017

気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企
業―いまから知っておきたい働く人の
ルール 〈１〉タイムカードを押してから残

ブラックバイトか
ら子どもたちを守
る会 編

汐文社 2016

気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企
業―いまから知っておきたい働く人の
ルール 〈２〉テストなのに休めない！？

ブラックバイトか
ら子どもたちを守
る会 編

汐文社 2017

教養としての「世界史」の読み方 本村凌二 著 ＰＨＰエディターズ・グループ2017
栗山魂 （１４歳の世渡り術） 栗山英樹 著 河出書房新社 2017
月は、ぼくらの宇宙港 佐伯和人 著 新日本出版社 2016
犬が来る病院―命に向き合う子どもたち
が教えてくれたこと

大塚敦子 著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

深読み！絵本『せいめいのれきし』 （岩
波科学ライブラリー ２６０）

真鍋真 著
岩波書店 2017

人生の段階 Ｌｅｖｅｌｓ ｏｆ Ｌｉｆｅ ジュリアン・バー
ンズ 著

新潮社 2017

動物看護師になるには （なるにはＢｏｏｋ
ｓ９０）

井上こみち 著
ぺりかん社 2017

発達障害の僕が輝ける場所をみつけら
れた理由

栗原類 著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

文房具図鑑 その文具のいい所から悪い
所まで最強解説

山本健太郎 著
いろは出版 2016

歴史に輝くお姫様大図鑑 ブレインナビ 編 金の星社 2013
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歴史に輝くなでしこ図鑑 ウェッジホール
ディングス 編

金の星社 2015

マングローブ林 変わりゆく海辺の森の生
態系

小見山章 著
京都大学学術出版会2017

相撲 （ものと人間の文化史 １７９） 土屋喜敬 著 法政大学出版局 2017
中国政治からみた日中関係 （岩波現代
全書１０１）

国分良成 著
岩波書店 2017

朝日新聞縮刷版 ２０１７年２月 ＮＯ．１１ 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2017
陳独秀文集 ３ 政治論集２ １９３０－１９４ 陳独秀 著 平凡社 2017
日本とフランス「官僚国家」の戦後史 （Ｎ
ＨＫブックス１２４５）

大嶽秀夫 著
ＮＨＫ出版 2017

満蒙開拓団 虚妄の「日満一体」 加藤聖文 著 岩波書店 2017
甦る 安水稔和詩集 安水稔和 著 編集工房ノア     
「働き方」の教科書―人生と仕事とお金
の基本 （新潮文庫）

出口治明 著
新潮社 2017

ＺＯＯ １ （集英社文庫） 乙一 著 集英社 2006
アイドル・ことまり！１ コイがつれてきた
恋！？

令丈ヒロ子 作
講談社 2017

お宝探しが好きすぎて （文芸社文庫） 山田悠介 著 文芸社 2017
ぐでたまの『資本論』 お金と上手につき
あう人生哲学

朝日文庫編集部
編

朝日新聞出版 2017

さよならがまだ喉につかえていた サクラ
ダリセット４

河野裕 著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

すべてはあの謎にむかって （新潮文庫） 川上未映子 著 新潮社 2017
たけしの面白科学者図鑑 人間が一番の
神秘だ！ （新潮文庫）

ビートたけし 著
新潮社 2017

チャップリン自伝 若き日々 （新潮文庫） チャールズ･
チャップリン 著

新潮社 2017

バウドリーノ 下 （岩波文庫 ３２－７１８－
３）

ウンベルト・エー
コ 作

岩波書店 2017

バウドリーノ 上 （岩波文庫 ３２－７１８－
２）

ウンベルト・エー
コ 作

岩波書店 2017

バッドばつ丸の『君主論』 逆境でも運命
を制する技術

朝日文庫編集部
編

朝日新聞出版 2016

パティシエ・コンテスト！ １ 予選 パティシ
エ☆すばる

つくもようこ 作
講談社 2017

ひとり吹奏楽部 ハルチカ番外篇 初野晴 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
よろず占い処 陰陽屋狐の子守歌 （ポプ
ラ文庫ピュアフル）

天野頌子 著
ポプラ社 2017

悪と往生-親鸞を裏切る『歎異抄』 （中公
文庫）

山折哲雄 著
中央公論新社 2017

岳飛伝 ５ 紅星の章 北方謙三 著 集英社 2017
機械仕掛けの選択 サクラダリセット３ 河野裕 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
君が描く空 帝都芸能大剣道部 里見蘭 著 中央公論新社 2017
古代研究 ４ 民俗学篇 ４ 角川ソフィア文 折口信夫 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
国ゆたかにして義を忘れ （河出文庫） 井上ひさし 著 河出書房新社 2017
最後の晩ごはん 黒猫と揚げたてドーナツ 椹野 道流 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
最後の晩ごはん 師匠と弟子のオムライ 椹野 道流 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
財政から読みとく日本社会 君たちの未来
のために

井手英策 著
岩波書店 2017

重力と恩寵 （岩波文庫３３－６９０－４） シモーヌ・ヴェイ 岩波書店 2017
春のめざめ （岩波文庫 ３２－４２９－2） フランク・ヴェデ

キント 作
岩波書店 2017

女王のポーカー （新潮文庫） 維羽 裕介 著 新潮社 2016
女王のポーカー ダイヤのエースはそこに
あるのか

維羽裕介 著
新潮社 2017

少年と少女と、 サクラダリセット６ 河野裕 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
少年と少女と正しさを巡る物語 サクラダ
リセット７

河野裕 著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

相撲大好き女
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「リセットだ」

映画＆アニメ原

作。全7巻。



新撰讃美歌 （岩波文庫３３－１１６－２） 植村正久 編 岩波書店 2017
世の中それほど不公平じゃない 最初で
最後の人生相談 （集英社文庫）

浅田次郎 著
集英社 2017

正しいコピペのすすめ 模倣、創造、著作
権と私たち

宮武久佳 著
岩波書店 2017

聖徳太子 ほんとうの姿を求めて 東野治之 著 岩波書店 2017
千里眼探偵部２ パークで謎解き！？ あいま祐樹 作 講談社 2017
船出 下 （岩波文庫 ３２－２９１－３） ヴァージニア・ウ

ルフ 作
岩波書店 2017

池上彰の「経済学」講義 1 歴史篇 戦後７
０年 世界経済の歩み （角川文庫）

池上彰 著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

池上彰の「経済学」講義２ ニュース編 覇
権をめぐりお金が武器に

池上彰 著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

転回期の政治 （岩波文庫 ３８－１２１－ 宮沢俊義 著 岩波書店 2017
東京藝大物語 （講談社文庫） 茂木健一郎 著 講談社 2017
東大留学生ディオンが見たニッポン （岩
波ジュニア新書８５２）

ディオン・ン・
ジェ・ティン 著

岩波書店 2017

徳川制度 補遺 （岩波文庫３３－４９６－ 加藤貴 校注 岩波書店 2017
日本一小さな農業高校の学校づくり 愛
農高校、校舎たてかえ顛末記

品田茂 著
岩波書店 2017

日本中世に何が起きたか（１） - 都市と
宗教と「資本主義」 （角川ソフィア文庫）

網野善彦 著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

猫と幽霊と日曜日の革命 サクラダリセッ 河野裕 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
別れの挨拶 （集英社文庫） 丸谷才一 著 集英社 2017
片手の楽園 サクラダリセット５ 河野裕 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
僕はもう憑かれたよ （宝島社文庫） 七尾与史 著 宝島社 2017
魔女と思い出と赤い目をした女の子 サク
ラダリセット２

河野裕 著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

有頂天家族 二代目の帰朝 （幻冬舎文 森見登美彦 著 幻冬舎 2017
妖界ナビ・ルナ  ２ 人魚のすむ町 池田美代子 作 講談社 2017
龍神王子！ 9 （青い鳥文庫  ３０３－９） 宮下恵茉 作 講談社 2017
齋藤孝のざっくり！西洋哲学 ソクラテス
からマルクス、ニーチェまでひとつかみ
（祥伝社黄金文庫）

齋藤孝 著
祥伝社 2017

きょうりゅうたちがけんかした （世界の絵
本コレクション）

ジェイン・ヨーレン
著

小峰書店 2017

『レ･ミゼラブル』の世界 （岩波新書１６５ 西永良成 著 岩波書店 2017
アイドルになりたい！ （ちくまプリマー新
書２７５）

中森明夫 著
筑摩書房 2017

グローバル･ジャーナリズム 国際スクー
プの舞台裏

澤康臣 著
岩波書店 2017

シリア情勢 終わらない人道危機 青山弘之 著 岩波書店 2017
はじめての哲学的思考 （ちくまプリマー
新書２７６）

苫野一徳 著
筑摩書房 2017

ミクロ経済学 入門の入門 （岩波新書１６
５７）

坂井豊貴 著
岩波書店 2017

モラルの起源 実験社会科学からの問い 亀田達也 著 岩波書店 2017
異才、発見！ 枠を飛び出す子どもたち 伊藤史織 著 岩波書店 2017
作家的覚書 （岩波新書１６５６） 髙村薫 著 岩波書店 2017
死後離婚 （新書ｙ） 吉川美津子 著 洋泉社 2017
正岡子規 人生のことば （岩波新書１６６ 復本一郎 著 岩波書店 2017
先生は教えてくれない大学のトリセツ （ち
くまプリマー新書２７７）

田中研之輔 著
筑摩書房 2017

中国のフロンティア 揺れ動く境界から考
える

川島真 著
岩波書店 2017

日中漂流 グローバル・パワーはどこへ向
かうか

毛里和子 著
岩波書店 2017

日本の近代とは何であったか 問題史的
考察

三谷太一郎 著
岩波書店 2017

著作権の基本

ルールをわか

りやすく解

説！

ＤＶＤ所蔵し

ています。

アイドルになる

ためにはどうし

たらいいの？そ

もそもアイドル

の仕事って

何？アイドル入

門書。

最期の1冊。



猫俳句パラダイス （幻冬舎新書） 倉阪鬼一郎 著 幻冬舎 2017
日本産トンボ大図鑑 １ 図版編 浜田康 著 講談社 1985
日本産トンボ大図鑑 ２ 解説編 浜田康 著 講談社 1985
青年 （岩波文庫３１－００５－４） 森鴎外 作 岩波書店 2017
AERA English`１７ Spring&Summer 30 朝日新聞出版 2017
ＡＥＲＡ’１７．０３．２７ 増大号 30 朝日新聞出版 2017
ＡＥＲＡ’１７．０４．0３ 30 朝日新聞出版 2017
ＡＥＲＡ’１７．０４．１０ 30 朝日新聞出版 2017
ＡＥＲＡ’１７．０４．１７ 30 朝日新聞出版 2017
ＡＥＲＡ’１７．０４．２４ 30 朝日新聞出版 2017
ＡＥＲＡ’１７．０５．０１－’１７．０５．０８合
併増大号 30

朝日新聞出版 2017

ＢＥ－ＰＡＬ’１７．０５ 37 小学館 2017
BonChic 別冊PLUS 1 LIVING’１７．０５
初夏の訪れに心はずんで エレガンスに
囲まれた洗練インテリア

主婦の友社 2017

Casa BRUTUS’１７．０５ 18 マガジンハウス 2017
CNN ENGLISH EXPRESS’１７．０５ 31 朝日出版社 2017
ELLE’１７．０５ 32 Hearst Communications Inc.2017
ＭｄＮ’１７．０５ ［全８２ページの総力特
集］ＴＲＩＧＧＥＲ 若きアニメスタジ「トリ
ガー」の５年半史

ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ2017

ＭＯＥ’１７．０５ 39 白泉社 2017
National Geographic  日本版’１７．０４ 日経ナショナル ジオグラフィック社2017
National Geographic  日本版’１７．０５ 日経ナショナル ジオグラフィック社2017
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０３．２８ 32 ＣＣＣメディアハウス2017
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０４．０４ 32 ＣＣＣメディアハウス2017
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０４．１１ 32 ＣＣＣメディアハウス2017
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０４．１８ 32 ＣＣＣメディアハウス2017
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０４．２５ 32 ＣＣＣメディアハウス2017
Ｎｅｗｔｏｎ’１７．０５ 37 ニュートンプレス 2017
PICT-UP’１７．０６ 106 ピクトアップ 2017
SCREEN’１７．０５ 72 近代映画社 2017
SCREEN’１７．０６ 72 近代映画社 2017
Sports Graphic NUMBER’１７．0４．１３ 文藝春秋 2017
Sports Graphic NUMBER’１７．0４．２７ 文藝春秋 2017
Sports Graphic NUMBER’１７．0５．０５
特別増刊号 38

文藝春秋 2017

Ｓｗｉｔｃｈ’１７．０４ 35 スイッチ・パブリッシング2017
Ｓｗｉｔｃｈ’１７．０５ 35 スイッチ・パブリッシング2017
TIME’１７．０３．２７ 189 TIME社 2017
TIME’１７．０４．０３ 189 TIME社 2017
TIME’１７．０４．１０ 189 TIME社 2017
TIME’１７．０４．１７ 189 TIME社 2017
TIME’１７．０４．２４ 189 TIME社 2017
ＶＯＧＵＥ’１７．０３ 17 2017
ＶＯＧＵＥ’１７．０４ 17 2017
キネマ旬報’１６．０４ 下旬号 追悼 映画
監督 鈴木清順

キネマ旬報社 2017

キネマ旬報’１７．０４ 上旬号 青春はい
つも熱戦「３月のライオン」

キネマ旬報社 2017

キネマ旬報’１７．０５ 上旬号 開眼、覚
醒、前進 木村拓哉は銀幕にいる「無限の
住人」

キネマ旬報社 2017

ジュニアエラ junior AERA `1７.０５ 地球
温暖化を食い止めろ！

2017

ダ・ヴィンチ’１７．０５ 24 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
たくさんのふしぎ’１７．０５ 野性のチュー
リップ

前嶋昭 文・写真
福音館書店 2017

挫折せずに

続けるコツ。

表紙：志尊

淳

おめでとう！

くまのがっこう

15周年☆

天才って？

「ジーニアス：

世紀の天才ア

インシュタイ

ン」5月9日放

送スタート

4月に引退を

発表した

浅田真央特

集

・熊本地震から

一年

・「Ｓexy Zoneの

スクール☆サ

バイバル」スペ

シャル座談会



ユリイカ’１７．０４ 49 青土社 2017
ユリイカ’１７．０４臨時増刊 49 青土社 2017
医療と安全管理  総集版’１７．０５ 29 ニホン・ミック 2017
栄養と料理’１７．０５ 83 女子栄養大学出版部2017
科学と環境版’１７．０５ 29 ニホン・ミック 2017
教育版’１７．０５ 29 ニホン・ミック 2017
教育版’１７．０６ 29 ニホン・ミック 2017
芸術新潮’１７．０４ 68 新潮社 2017
月刊Ｐｉａｎｏ’１７．０４ ポップスからクラ
シｯクまでいま注目の鍵盤奏者２７人！

ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2017

月刊Ｐｉａｎｏ’１７．０５ ピアノが聴こえる
小説、絵本＆コミック

ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2017

健康りてらしぃ’１７．０５ 29 ニホン・ミック 2017
食と生活版’１７．０５ 29 ニホン・ミック 2017
信徒の友’１７．０５ ペンテコステ 聖霊の
時代を生きる

日本キリスト教団出版局2017

心理臨床の広場’１７．０３ 9 日本心理臨床学会2017
大学への数学’１７．０４ 61 東京出版 2017
特別支援教育の実践情報’１７．０４/０５
33

特別支援教育の
実践研究会 編

明治図書出版 2017

日経パソコン’１７．０４．１０ 操作も動作
もキビキビと！日経パソコン流時短術 あ
の手、この手、７２手

日経BP社 2017

日経パソコン’１７．０４．２４ ワイヤレス
接続で快適！Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ＆Ｗｉ－Ｆｉ 便利
グッズ大集合

日経BP社 2017

美術手帖’１７．０５ 69 美術出版社 2017
福祉ニュース  高齢福祉編’１７．０４ 29 ニホン・ミック 2017
福祉ニュース  高齢福祉編’１７．０５ 29 ニホン・ミック 2017
福祉ニュース  障害福祉編’１7．０５ 29 ニホン・ミック 2017
文藝春秋’１７．０５ 95 文藝春秋 2017
別冊ＰＬＵＳ１ＬＩＶＩＮＧ’大人のｐｒｅｍｉｕｍ
ＰＬＵＳ１ＬＩＶＩＮＧ いつまでも自分らしさを
失わないあの人の愛用品

主婦の友社 2017

暮しの手帖’１７．０４－１７．０５ ぱぱっと
パスタともうひと品

暮しの手帖社 2017

宇宙の神秘 太陽系誕生の秘密 ディスカ
バリーチャンネル Ｂｅｓｔ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

宝島社 2014

美しすぎる宇宙の絶景～ハッブル宇宙望
遠鏡２５周年記念ＤＶＤ ＢＯＯＫ （宝島ｍ
ｏｏｋ）

渡部潤一 監修
宝島社 2016

・美女と野

獣

・乃木坂46

・高橋優

坂本龍一

花粉症対策


