
松蔭は130周年、ハーバーランドは街開き30周
年を迎えました。今月は変わり続ける神戸の街
にまつわる本を集めました。図書館では紙面に
載せきれなかった本も展示しています♪
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『みちくさKOBE ぶらり歩いてみませんか？』
潮﨑孝代著 シーズ･プランニング編 2022

「神戸市総合インフォメーションセンター」センター
長が見てきた神戸9区の名所を、エッセイと写真で紹介。

『ことりっぷ 神戸』
ことりっぷ編集部編 昭文社 2020

神戸ならではのカフェ、雑貨屋さんやミュージ
アム…有名なものから意外と知られていないとこ
ろまで、神戸の魅力がぎゅっとまとまっています。

『神戸･大阪･京都 レトロ建築さんぽ』
倉方俊輔･下村しのぶ著 エクスナレッジ 2019
明治･大正･昭和につくられた名建築。それぞれ

の建物から、神戸の地形や歴史と結びついた都市
開発の様子がわかります。

『BEAMS EYE on KOBE ビームスの神戸。』
柴田隆寛著 ビームス 2016

日本を代表するセレクトショップが厳選した、
とっておきの数々。お馴染みの風景、こだわりの
お店、神戸にまつわるキーワードなど。

『BE KOBE 震災から20年、できたこと、できなかったこと』
BE KOBEプロジェクト編 ポプラ社 2015

さまざまな立場で「街」にかかわり続けてきた各分
野のキーパーソンたち。彼らが語る20年間のこと。

『家族だから愛したんじゃなくて、
愛したのが家族だった』
岸田奈美著 小学館 2020

noteやtwitterで話題となった神戸市出身
の著者。楽しい、悲しい、いろんな気持ち
が心をあたたかくしてくれる1冊。

『お布団はタイムマシーン』
木皿泉著 双葉社 2018

ご夫婦で脚本･小説を共同執筆している木
皿泉。神戸新聞で連載したエッセイなどを
中心に収録。地下鉄の話が出てきます。

『さんぽで感じる村上春樹』
ナカムラクニオ･道前宏子著
ダイヤモンド社 2014

村上春樹が少年時代を過ごした神戸の街。
作品の舞台を散歩しながら、五感で彼の世
界観を堪能してみませんか？

『樹をみつめて』
中井久夫著 みすず書房 2006

阪神淡路大震災以降、PTSD研究の第一
人者として活躍した精神科医のエッセイ。
美しい風景、神戸の人の雰囲気について。

『おかしな本棚』
クラフト･エヴィング商會著

朝日新聞出版 2011
吉田浩美･篤弘によるユニット。よく神

戸に旅行に来ていた篤弘さん曰く、神戸は
本を買いたくなる街、だそうです。

『古地図で楽しむ神戸』
大国正美編著 風媒社 2019

歴史や物語の舞台になった場所は、意外と知ってるあ
の場所かも？古地図や絵図から読み解きます。

『「好き」の因数分解』
最果タヒ著 リトルモア 2020

神戸出身の詩人が、自分の「好き」を考
える。神戸は「山と海に挟まっているジャ
ムサンドのジャムみたいな町。」と表現。

『ブラタモリ12 別府･神戸･奄美』
NHK「ブラタモリ」制作班監修 KADOKAWA 2017
1300年もの間、神戸が良港であり続けた理由や、

「ハイカラ」と呼ばれるようになった理由に迫ります。

『上品な上質 ファミリアの考えるものづくり』
ファミリア編 ダイヤモンド社 2015

サブバッグでお馴染みのファミリア。本当に「良い」
ものにこだわり、作り続けてきた歴史を感じられる1冊。

『元町映画館ものがたり人、街と歩んだ10年、そして未来へ』
元町映画館出版プロジェクト編 元町映画館 2021
2020年に10周年を迎えた元町映画館。今日に至るま

での数々の奮闘エピソードやインタビューを収録。

『翔ぶ少女』
原田マハ著 ポプラ文庫 2016
阪神淡路大震災で被災した丹

華。兄妹と一緒に助けてくれた
のは近所のお医者さんで―。大
学時代を神戸で過ごした著者。
神戸弁に引き込まれる1冊です。
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『京都･大阪･神戸の喫茶店 珈琲三都物語』
川口葉子著 実業之日本社 2015

京阪神には魅力的な喫茶店がたくさん！日本を代表す
るコーヒー豆輸入港だった神戸には、どんな老舗がある
のでしょうか？

『メディコ･ペンナ 万年筆よろず相談』
蓮見恭子著 ポプラ社 2021

就活がうまくいかず、自分を見失っ
ていた砂羽。「あなたの人生が変わ
ります」の文字に惹かれて立ち寄っ
たのは―。三ノ宮や元町が舞台です。

『コスメの王様』
高殿円著 小学館 2022

幼い頃に花隈で出会った利一
とハナ。それぞれの人生と神戸
の街の発展が丁寧に描かれてい
て、明治から昭和にかけての激
動の時代の空気感が味わえます。

『蛍と月の真ん中で』
河邉徹著 ポプラ社 2021

父の影響でカメラマンを目指す
匠海。大学を休学し、向かった長
野県辰野町で出会ったのは…？著
者は神戸出身のバンド･WEAVER
のドラマーで、作詞も担当。
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『鐔（つば）』小笠原信夫著 カラー
ブックス 保育社 1975
現在、兵庫県立美術館でTHE HEROES展をやっ

ています。ボストン美術館蔵の浮世絵は古事
記の時代から源平合戦、江戸時代の里見八犬
伝など小説まで様々なヒーローが描かれてい
ます。いくふりもの刀剣は繊細な美術品とし
て見惚れます。個人的に驚いたのは鐔（つば）。
刀剣の柄（つか）と刀身との間に差し込み、

こぶしを守る平たい鉄板。柄をにぎっている
手が刀身にすべらないように、また刀剣のバ
ランスを整える意味でも重要。

ただの金属の板かと思いきや、義経と弁慶
の出会いの橋や義経の八艘飛
び、頼朝の冨士の巻狩りなど、
つばに細かい装飾が施されて
いてびっくりです。この本に
は菊や桜、鶴、松竹梅や蟹の
透かし彫りのものまで載って
いて面白いです。

『SNS別最新著作権入門』井上拓著 誠文堂

新光社 2022
ＳＮＳで投稿する際に著作権ってよくわからない。

読書記録として本の表紙をアップするのはＯＫ? 感
動した歌詞を載せるのは？ 絵本の読み聞かせは？

ゲームの実況を配信するのは？ 歌ってみた動画
を投稿するのは？ 踊ってみた動画は？ 料理のレ
シピには著作権がないって本当？
「ファスト映画」って違法なの？
アカウントのアイコンにタレン

トやキャラクターの画像をつかっ
てもいいの？

普通にみんながやっていること
が違法だったり、中学生でも訴え
られた例があります。

『汝、星のごとく』凪良ゆう著 講談社
2022
瀬戸内の今治沖の小さな島で育った暁海（あきみ）

は父が浮気で出て行き、母が酒びたりで悩んでいた。
櫂（かい）も、父はいなくて母が男を追っかけてば
かりで苦しんでいた。二人は助け合う仲間として、
近づき、恋に落ちる。島の高校を卒業しても暁美は

母を置いていけない。櫂は上京してマ
ンガの原作者として成功し有名になっ
ていく。遠距離恋愛からすれ違いが始
まる…。

11月7日（月）～12日（土）
宗教週間でチャリティブックセールを実施し

ます。図書館で廃棄した本や
雑誌を1冊10円以上のご寄付を
お願いします。保護者の方も
大歓迎。売上はシャンティボラン

ティア会を通じてアジアの恵まれな

い子どもの支援に充てられます。

（数学）
・改訂版 大学入試共通テスト 数学Ⅰ・Ａの点数が面
白いほどとれる本
・改訂版 大学入試共通テスト 数学Ⅱ・Ｂの点数が面
白いほどとれる本
・大学受験 数学の良問問題集〔数学Ⅰ+Ａ+Ⅱ+Ｂ+Ⅲ〕
新装版
・大学入試 共通テスト 数学Ⅱ・Ｂ 集中講義

（英語）
・英熟語ターゲット1000 ５訂版 応用トレーニング
・英単語ターゲット1900 ６訂版 応用トレーニング
・ランダム総点検 英文法・語法最終チェック問題集
標準レベル編 改訂版
・ランダム総点検 英文法・語法最終チェック問題集
基礎レベル編

（理科）
・大森徹の入試生物の講義 〔生物基礎・生物〕
・大学受験 化学の良問問題集〔化学基礎・化学〕 新
装版
・大学受験 生物の良問問題集〔生物基礎・生物〕 新
装版
・大学入学共通テスト 化学基礎 集中講義
・高井の実戦問題で身につく物理 力学・熱力学
・物理の良問問題集〔物理基礎・物理〕 新装版

（社会）
・高校定期テスト得点アップ問題集 公共
・高校定期テスト得点アップ問題集 地理地理総合
・改訂第４版 地理Ｂ 統計・データの読み方が面白い
ほどわかる本
・改訂版 大学入学共通テスト 現代社会の点数が面白
いほどとれる本
・高校歴史総合をひとつひとつわかりやすく。

（情報）
・高校定期テスト得点アップ問題集 情報Ⅰ新課程版
・高校 とってもやさしい情報Ⅰ

もうすぐ中間テスト！新着参考書の紹介

（国語）
・大学入試共通テスト 現代文集中講義
・大学入試 マンガでわかる 現代文重要単語〔基礎
編］
・改訂版 書き方のコツがよくわかる 人文・教育
系小論文 頻出テーマ20
・短期完成 受かる１１メソッド小論文の書き方
基礎編
・短期完成 受かる１１メソッド小論文の書き方
医療・看護編

今年の動物愛護週間に日本動物愛護協会から
『かがやけいのち！
みらいちゃん』を、
寄贈いただきました。
日本動物愛護協会の
モットーは”動物が
しあわせに暮せる社
会は人がしあわせに
暮らせる社会”だそ
うです。


