
書名 著者名 出版者 出版年
１０代のキミへ いのち・愛・性のこと

髙橋貞二郎 監修 日本基督教団出版局 2016

ＪＮＳＥ保育と幼児教育版別冊’１５．０
９．１９－’１６．１０．２０ 子どもの虐待
記事 読み比べ ７

切抜き速報 ニホン・ミック 2016

ＬＩＦＥ ＳＨＩＦＴ １００年時代の人生戦略
リンダ・グラットン 著 東洋経済新報社 2016

アルテ１ フランス語版 大久保圭 著 コミック出版 2015
ある日、私は友達をクビになった―ス
マホ世代のいじめ事情 エミリー・バゼロン 著 早川書房 2014

イギリスの歴史を知るための５０章 エ
リア･スタディーズ１５０ 川成洋 編著 明石書店 2016

いつか見た映画館 下 大林宣彦 著 七つ森書館 2016
いつか見た映画館 上 大林宣彦 著 七つ森書館 2016
インターネットはなぜ人権侵害の温床
になるのか ネットパトロールがとらえ
たＳＮＳの危険性

吉冨康成 編著 ミネルヴァ書房 2014

ウインドアイ （新潮クレスト・ブックス）
ブライアン・エヴンソン 著 新潮社 2016

こどものみかた春夏秋冬 柴田愛子 著 福音館書店 2016
ごみ処理場・リサイクルセンターで働く
ひとたち しごとの現場としくみがわか
る！

漆原次郎 著 ぺりかん社 2016

シャーロック・ホームズ完全ナビ
ダニエル・スミス 著 国書刊行会 2016

ずるい日本語 内田伸哉 著 東洋経済新報社 2016
ゾンビ・パラサイト ホストを操る寄生生
物たち

小澤祥司 著 岩波書店 2016

ニーチェが京都にやってきて１７歳の
私に哲学のこと教えてくれた。 原田まりる 著 ダイヤモンド社 2016

ハイカラ神戸幻視行 紀行篇―夢の名
残り

西秋生 著 神戸新聞総合出版センター 2016

はじめてのエシカル 人、自然、未来に
やさしい暮らしかた

末吉里花 著 山川出版社 2016

ピーターラビットのすべて ビアトリク
ス・ポターと英国を旅する 辻丸純一 文・写真 小学館 2016

ひとが優しい博物館―ユニバーサル・
ミュージアムの新展開 広瀬浩二郎 編著 青弓社 2016

ヒトラーと物理学者たち 科学が国家に
仕えるとき

フィリップ・ボール 著 岩波書店 2016

フォトミュージアム 世界の廃墟図鑑 産
業・科学・文化遺産

キーロン・コノリー 著 原書房 2016

ブラタモリ ５ 札幌 小樽 日光 熱海 小
田原

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

ブラタモリ６ 松山 道後温泉 沖縄 熊本
ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

ヘイトデモをとめた街―川崎・桜本の
人びと

神奈川新聞「時代の正体」取材班 編 現代思潮新社 2016

まだまだ知らない夢の本屋ガイド
花田菜々子 企画 朝日出版社 2016

12月の受け入れ資料は197点です

フェイスブッ

ク本社を取

材！

ネットいじめ

とは？

これさえ読め

ばホームズ博

士！

各作品のあら

すじや俳優イ

ンタビューなど

内容もりだくさ

ん。

ピーターラビット

展

グランフロント大

阪・2月11日よ

り

ポターの父親

の作品も展

示！

春休みの旅行

のお供にいか

が？

旅行ガイドも

貸出可能です。



よい謝罪―仕事の危機を乗り切るた
めの謝る技術

竹中功 著 日経ＢＰ社 2016

よきことはカタツムリのように 辻信一 著 春秋社 2016
リーチ先生 原田マハ 著 集英社 2016
リリース 古谷田奈月 著 光文社 2016
ロシアの歴史を知るための５０章 ヒス
トリー

下斗米伸夫 編著 明石書店 2016

乙嫁語り １ Ｔｈｅ Ｂｒｉｄｅ’ｓ Ｓｔｏｒｉｅｓ
森薫 著 Enterbrain 2009

乙嫁語り ２ Ｔｈｅ Ｂｒｉｄｅ’ｓ Ｓｔｏｒｉｅｓ
森薫 著 Enterbrain 2010

乙嫁語り ３ Ｔｈｅ Ｂｒｉｄｅ’ｓ Ｓｔｏｒｉｅｓ
森薫 著 Enterbrain 2011

乙嫁語り ４ Ｔｈｅ Ｂｒｉｄｅ’ｓ Ｓｔｏｒｉｅｓ
森薫 著 Enterbrain 2012

乙嫁語り ５ Ｔｈｅ Ｂｒｉｄｅ’ｓ Ｓｔｏｒｉｅｓ
森薫 著 Enterbrain 2013

乙嫁語り フランス語版 １ Ｔｈｅ Ｂｒｉｄｅ’
ｓ Ｓｔｏｒｉｅｓ

森薫 著 Enterbrain 2011

観察力を磨く名画読解 エイミー・Ｅ・ハーマン 著 早川書房 2016
限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の
暮らしは世界一幸せなのか？ マイケル・ブース 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

困難な成熟 内田樹 著 夜間飛行 2015
最も危険なアメリカ映画―『國民の創
生』から『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
まで

町山智浩 著 集英社インターナショナル 2016

最後の秘境 東京藝大―天才たちのカ
オスな日常

二宮敦人 著 新潮社 2016

最後はなぜかうまくいくイタリア人
宮嶋勲 著 日本経済新聞出版社 2015

最高の結果を引き出す質問力―その
問い方が、脳を変える！ 茂木健一郎 著 河出書房新社 2016

妻がオカン化する理由 旦那が息子化
する理由

宇津﨑友見 著 いろは出版 2013

仕掛学 人を動かすアイデアのつくり方
松村真宏 著 東洋経済新報社 2016

写真をアートにした男―石原悦郎と
ツァイト・フォン・サロン

粟生田弓 著 小学館 2016

十二人の死にたい子どもたち 冲方丁 著 文藝春秋 2016
純情ヨーロッパ 呑んで、祈って、脱い
でみて―２１カ国をめぐる鉄道旅“西欧
＆北欧編”

たかのてるこ 文・写真 ダイヤモンド･ビッグ社 2016

諸星大二郎の世界 （コロナ・ブックス２
０５）

コロナブックス編集部 編 平凡社 2016

少年少女のための文学全集があった
ころ

松村由利子 著 人文書院 2016

新国富論 新たな経済指標で地方創生
馬奈木俊介 著 岩波書店 2016

神戸 わが街 ここがロドスだ ここで踊
ろう

安水稔和 著 神戸新聞総合出版センター 2016

人情ヨーロッパ 人生、ゆるして、ゆるさ
れて ２１カ国をめぐる鉄道旅“中欧＆
東欧編”

たかのてるこ 著 ダイヤモンド･ビッグ社 2016

世界天才紀行 ソクラテスからスティー
ブ・ジョブズまで

エリック・ワイナー 著 早川書房 2016

太った男を殺しますか？ 「トロリー問
題」が教えてくれること

デイヴィッド・エドモンズ 著 太田出版 2015

作品を焼く窯

でピザを焼く！

友達のバイオ

リンなんて高

価すぎて持て

ない！卒業後

は行方不明？

朝日新聞には

これに対する

反論が載って

いました。あな

たの身の回り

にいる芸大生

はどうです

か？

デビュー20周

年にして初め

て書く現代長

編ミステリー

☆



誰が音楽をタダにした？―巨大産業を
ぶっ潰した男たち

スティーブン・ウィット 著 早川書房 2016

土木女子！ 清文社編集部 編 清文社 2014
東京をバスで散歩 休日ぶらっと３０の
プチトリップ案内

京阪神エルマガジン社 著 京阪神エルマガジン社 2016

統合失調症がやってきた ハウス加賀谷 著 イースト・プレス 2013
日の鳥 こうの史代 著 日本文芸社 2014
日の鳥 ２ こうの史代 著 日本文芸社 2016
乳がんと生きる―ステージ４記者の
「現場」

毎日新聞生活報道部 著 毎日新聞出版 2016

八本足の蝶 二階堂奥歯 著 ポプラ社 2006
美しい柄ネコ図鑑 小林希 著 エクスナレッジ 2016
浮遊霊ブラジル 津村記久子 著 文藝春秋 2016
文庫本宝船 坪内祐三 著 本の雑誌社 2016
平家物語 （日本文学全集０９）

池澤夏樹 個人編集 河出書房新社 2016

平和をどうつくるのか 『戦後』を超えて
白井聡×君島東彦

平和問題研究会 編 メディアイランド 2016

未来政府 プラットフォーム民主主義
ギャビン・ニューサム 著 東洋経済新報社 2016

老人ホームで生まれた〈とつとつダン
ス〉 ダンスのような、介護のような 砂連尾理 著 晶文社 2016

はんこ （ものと人間の文化史 １７８）
久米雅雄 著 法政大学出版局 2016

リスク・コミュニケーションの思想と技
術 共考と信頼の技法

木下冨雄 著 ナカニシヤ出版 2016

稲と米の民族誌 アジアの稲作景観を
歩く

佐藤洋一郎 著 ＮＨＫ出版 2016

宇宙災害 太陽と共に生きるということ
片岡龍峰 著 化学同人 2016

子どもとお金 おこづかいの文化発達
心理学

高橋登 編 東京大学出版会 2016

生態学が語る東日本大震災 自然界
に何が起きたのか

日本生態学会東北地区会 編 文一総合出版 2016

渡辺崋山書簡集 （東洋文庫 ８７８）
渡辺崋山 著 平凡社 2016

Ｅ・Ａ・ポー ポケットマスターピース０９
エドガー・アラン・ポー 著 集英社 2016

アイドル王子は知っている 探偵チーム
ＫＺ事件ノート

藤本ひとみ 原作 講談社 2016

アルジャーノンに花束を 新版 （ハヤカ
ワ文庫）

ﾀﾞﾆｴﾙ･ｷｲｽ 著 早川書房 2015

カフカ ポケットマスターピース０１
フランツ・カフカ 著 集英社 2015

キリスト教の歳時記 知っておきたい教
会の文化 （講談社学術文庫） 八木谷涼子 著 講談社 2016

ゲーテ ポケットマスターピース０２
ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 著 集英社 2015

スティーヴンソン ポケットマスターピー
ス０８

ロバート・ルイス・スティーブンソン 著 集英社 2016

セラピスト （新潮文庫） 最相葉月 著 新潮社 2016
ディケンズ ポケットマスターピース０５

チャールズ・ディケンズ 著 集英社 2016

ティラン・ロ・ブラン３ （岩波文庫３２－
７３８－３）

Ｊ・マルトゥレイ 作 岩波書店 2016

トキメキ図書館 Part１３ クリスマスに
会いたい

服部千春 作 講談社 2016

最近CDを

買ったのは

いつです

か？ダウン

ロードの人も

多いので

は？CDが売

れなくなった

のはなぜ

か？ノンフィ

クション作品。

地震と津波が

環境に与えた

影響とは？

専門家25人に

よる提言。



ドストエフスキー ポケットマスターピー
ス１０

フョードル・ドストエフスキー 著 集英社 2016

トルストイ ポケットマスターピース０４
レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ 著 集英社 2016

ニーチェ みずからの時代と闘う者 （岩
波文庫３３－７００－１） ルドルフ・シュタイナー 著 岩波書店 2016

バルザック ポケットマスターピース０３
オノレ・ド・バルザック 著 集英社 2015

フローベール ポケットマスターピース０
７

ギュスターヴ・フローベール 著 集英社 2016

ブロンテ姉妹 ポケットマスターピース１
２

エミリ・ブロンテ 著 集英社 2016

マーク・トウェイン ポケットマスター
ピース０６

マーク・トウェイン 著 集英社 2016

ルイス・キャロル ポケットマスターピー
ス１１

ルイス・キャロル 著 集英社 2016

覚醒のネットワーク （河出文庫）
上田紀行 著 河出書房新社 2016

吾輩も猫である （新潮文庫） 赤川次郎 著 新潮社 2016
手紙 （文春文庫） 東野圭吾 著 文藝春秋 2006
小川未明童話集 （ハルキ文庫）

小川未明 著 角川春樹事務所 2013

真田太平記  1 天魔の夏 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  10 大坂入城 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  11 大坂夏の陣 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  12 雲の峰 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  2 秘密 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  3 上田攻め 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  4 甲賀問答 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  5 秀頼誕生 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  6 家康東下 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  7 関ヶ原 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  8 紀州九度山 池波正太郎 著 新潮社 2005
真田太平記  9 二条城 池波正太郎 著 新潮社 2005
水木しげるの不思議旅行 （中公文庫）

水木しげる 著 中央公論新社 2016

千里眼探偵部１ チーム結成！
あいま祐樹 作 講談社 2016

通論考古学 （岩波文庫３８－１２０－
１）

濱田耕作 著 岩波書店 2016

天の光 （徳間文庫） 葉室麟 著 徳間書店 2016
文人御馳走帖 （新潮文庫） 嵐山光三郎 著 新潮社 2014
方言萌え！？ ヴァーチャル方言を読
み解く

田中ゆかり 著 岩波書店 2016

無理難題が多すぎる （文春文庫）
土屋賢二 著 文藝春秋 2016

夜のピクニック （新潮文庫） 恩田陸 著 新潮社 2006
龍神王子！ ８ （青い鳥文庫  ３０３－
８）

宮下恵茉 作 講談社 2016

恋する寄生虫 （メディアワークス文庫）
三秋縋 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

ＳＮＯＯＰＹと学ぶアメリカ文化 （ポプラ
新書）

加藤恭子 著 ポプラ社 2016

クー・クラックス・クラン―白人至上主
義結社ＫＫＫの正体 （平凡社新書） 浜本隆三 著 平凡社 2016

ポケットマス

ターピースシ

リーズ

1作家×1冊

作家の人生が

わかる！

長編はその作

品の最も面白

い部分を収録さ

れているので、

各作家の入門

編に。

すごいタイ

トルですが、

恋愛小説

です。

全12巻。



これ、いったいどうやったら売れるんで
すか？ 身近な疑問からはじめるマー
ケティング

永井孝尚 著 ＳＢクリエイティブ 2016

ショパン・コンクール 最高峰の舞台を
読み解く

青柳いづみこ 著 中央公論新社 2016

なぜ日本のフランスパンは世界一に
なったのか―パンと日本人の１５０年
（ＮＨＫ出版新書）

阿古真理 著 ＮＨＫ出版 2016

パウロ 十字架の使徒 青野太潮 著 岩波書店 2016
フランスはどう少子化を克服したか
（新潮新書）

高崎順子 著 新潮社 2016

ルポ 保健室 子どもの貧困・虐待・性
のリアル

秋山千佳 著 朝日新聞出版 2016

介護のススメ！ 希望と創造の老人ケ
ア入門

三好春樹 著 筑摩書房 2016

感染症医が教える性の話 （ちくまプリ
マー新書２６９）

岩田健太郎 著 筑摩書房 2016

驚きの地方創生「京都・あやべスタイ
ル」 ～上場企業と「半農半Ｘ」が共存
する魅力～

蒲田正樹 著 扶桑社 2016

細胞が自分を食べるオートファジーの
謎 （ＰＨＰサイエンス・ワールド新書） 水島昇 著 ＰＨＰ研究所 2011

賞味期限のウソ 食品ロスはなぜ生ま
れるのか

井出留美 著 幻冬舎 2016

人間の煩悩 （幻冬舎新書） 佐藤愛子 著 幻冬舎 2016
戦国武将ならニャンとかしてくれる！
（サプライズＢＯＯＫ）

アントレックス 2014

大本営発表 改竄・隠蔽・捏造の太平
洋戦争

辻田真佐憲 著 幻冬舎 2016

徹底調査 子供の貧困が日本を滅ぼ
す 社会的損失４０兆円の衝撃 日本財団子供の貧困対策チーム 著 文藝春秋 2016

鉄道ミステリーの系譜 シャーロック・
ホームズから十津川警部まで 原口隆行 著 交通新聞社 2016

読んじゃいなよ！ 明治学院大学国際
学部 高橋源一郎ゼミで岩波新書をよ
む

高橋源一郎 編 岩波書店 2016

悩みいろいろ 人生に効く物語５０
金子勝 著 岩波書店 2016

俳句世がたり （岩波新書１６３４）
小沢信男 著 岩波書店 2016

漱石のこころ その哲学と文学 赤木昭夫 著 岩波書店 2016
旧約新約 聖書神学事典 アンゲリカ・ベルレユング 編 教文館 2016
２０１６年度 コーラス部定期演奏会
チャペルコンサート

松蔭中学校・高等学校コーラス部 歌唱 松蔭中学校・高等学校コーラス部 2016

GOBAKU アメリカは誰と戦っているの
か？

西谷文和 イラクの子どもを救う会 2010

ジャーハダ イラク 民衆の戦い 西谷文和 イラクの子どもを救う会 2008
シリア内戦 イスラム国の正体を暴く
（戦争あかん シリーズ６） 西谷文和 イラクの子どもを救う会 2015

蕪村文集 （岩波文庫 ３０－２１０－４）
与謝蕪村 著 岩波書店 2016

AERA English`１６ Ａｕｔｕｍｅｎ&Ｗｉｎｔｅｒ
29

朝日新聞出版 2016

ＡＥＲＡ’１６．１２．１２ 29 朝日新聞出版 2016

ほとんどの食

品は、賞味期

限を2割も短く

設定されてい

るそうです。

食品ロス大国

ニッポン。

“もったいな

い”を考えて

みませんか？

可愛らしい猫

の写真で

いっぱいの1

冊です。

大人気連載が

1冊に！

ブックガイド。



ＡＥＲＡ’１６．１２．１９ 29 朝日新聞出版 2016
ＡＥＲＡ’１６．１２．２６ 29 朝日新聞出版 2016
ＢＥ－ＰＡＬ’１７．０１ 37 小学館 2016
Casa BRUTUS’１７．０１ 18 マガジンハウス 2016
CNN ENGLISH EXPRESS’１７．０１ 31

朝日出版社 2017

ELLE’１７．０１ 32 Hearst Communications Inc. 2016
ＭｄＮ’１７．０１ アイドル―物語をデザ
インする時代へ

ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 2016

ＭＯＥ’１７．０１ 39 白泉社 2016
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１２．０６ 31

ＣＣＣメディアハウス 2016

Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１２．１３ 31
ＣＣＣメディアハウス 2016

Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１２．２０ 31
ＣＣＣメディアハウス 2016

Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１２．２７ 31
ＣＣＣメディアハウス 2016

PICT-UP’１７．０２ 104 ピクトアップ 2016
SCREEN’１７．０２ 創刊７０周年感謝
特大号 72

近代映画社 2016

Sports Graphic NUMBER’１６．１２．１
５ 37

文藝春秋 2016

Sports Graphic NUMBER’１７．0１．１
２ 38

文藝春秋 2017

Ｓｗｉｔｃｈ’１７．０１ 35 スイッチ・パブリッシング 2016
TIME’１６．１２．１２ 188 TIME社 2016
TIME’１６．１２．１９ 188 TIME社 2016
TIME’１６．１２．２６－１７．０１．０２ Ｄ
ＯＵＢＬＥ ＩＳＳＵＥ 188 TIME社 2017

ＶＯＧＵＥ’１６．１１ 16 2016
キネマ旬報’１６．１２ 下旬号 映画の
人 岡田准一「海賊とよばれた男」山崎
貴監督

キネマ旬報社 2016

キネマ旬報’１７．０１ 上旬号 “原点”
に続く物語「ローグワン・スター・ウォー
ズ・ストーリー」

キネマ旬報社 2017

ジュニアエラ junior AERA `1７.０１ 地
図で読み解く２０１６年重大ニュース 2017

ダ・ヴィンチ’１７．０１ 24 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
たくさんのふしぎ’１７．０１ 線とあそぼ
う

杉田比呂美 さく 福音館書店 2017

たくさんのふしぎ’１７．０２ ゆきがうま
れる

前野紀一 文 福音館書店 2017

ユリイカ’１７．０１臨時増刊 48 青土社 2016
医療と安全管理  総集版’１７．０１ 29

ニホン・ミック 2017

栄養と料理’１７．０１ 83 女子栄養大学出版部 2017
科学と環境版’１７．０１ 29 ニホン・ミック 2017
教育版’１７．０１ 29 ニホン・ミック 2017
月刊Ｐｉａｎｏ’１７．０１ 音楽は？恋愛
は？人間関係は？2017年の相性占い ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2017

健康りてらしぃ’１７．０１ 29 ニホン・ミック 2016
食と生活版’１７．０１ 29 ニホン・ミック 2017

「来年こそ、

やせる」←

今年のこと

です。

「トランプ時代の

国際情勢」

「僕ごは」「破

門」「キセキ」

など映画好

きは要チェッ

ク！

館内にフライ

ヤーもありま

す。

あなたの選ぶ

2016年最高の

本はランクイン

しているか？



信徒の友’１７．０１ 祈祷会―皆で祈る
ということ

日本キリスト教団出版局 2017

大学への数学’１７．０１ 60 東京出版 2016
日経パソコン’１６．１２．１２ 外出先で
パソコンを快適に使う モバイルノート
最強テクニック

日経BP社 2016

日経パソコン’１６．１２．２６ 便利さの
陰にリスクも潜む あなたの「アカウン
ト」がアブない！

日経BP社 2016

美術手帖’１７．０１ 69 美術出版社 2017
福祉ニュース  高齢福祉編’１７．０１
29

ニホン・ミック 2017

福祉ニュース  障害福祉編’１7．０１
29

ニホン・ミック 2017

文藝春秋’１７．０１ 新年特別号 95
文藝春秋 2017

別冊ＰＬＵＳ１ＬＩＶＩＮＧ’１６．Ｗｉｎｔｅｒ
冬、壁を飾る

2016

インテリ

アの本も

充実して

います！


