
1月は200点受け入れました
書名 著者名 出版者 出版年
１０１人が選ぶ「とっておきの言葉｣ （１
４歳の世渡り術）

河出書房新社 編 河出書房新社 2017

１９４４‐１９４５年 少女たちの学級日
誌―瀬田国民学校五年智組

吉村文成 解説 偕成社 2015

アラスカを追いかけて （ＳＴＡＭＰ ＢＯ
ＯＫＳ）

ジョン・グリーン 作 岩波書店     

ヴュイヤール ゆらめく装飾画 ギィ・コジュヴァル 著 創元社 2017
おきなわ島のこえ―ヌチドウタカラ（い
のちこそたから） （記録のえほん ３） 丸木俊 著 小峰書店 1984

お月さまのこよみ絵本―旧暦で行事を
たのしむ

千葉望 文 理論社 2016

くらしの中のマーク・記号図鑑 （調べる
学習百科）

村越愛策 著 岩崎書店 2016

サンゴとサンゴ礁のビジュアルサイエ
ンス 美しい海に生きるサンゴの不思
議な生態を探る

中村庸夫 著 誠文堂新光社 2012

つじつまを合わせたがる脳 （岩波科学
ライブラリー ２５７）

横澤一彦 著 岩波書店 2017

なんでもいっぱい大図鑑 ピクチャーペ
ディア

スミソニアン協会 監修 河出書房新社 2016

パラスポーツルールブック パラリン
ピックを楽しもう

コンデックス情報研究所 編著 清水書院 2016

ビッグヒストリー われわれはどこから
来て、どこへ行くのか 宇宙開闢から１
３８億年の「人間」史

デヴィット･クリスチャン 著 明石書店 2016

フィリピンを知るための６４章 （エリア・
スタディーズ １５４）

大野拓司 共編著 明石書店 2016

ふしぎ？ふしぎ！“時間”ものしり大百
科〈１〉 見える“時間”くらしに役立つ時
計と暦

藤沢健太 著 ミネルヴァ書房 2016

ふしぎ？ふしぎ！“時間”ものしり大百
科〈２〉 飛びこえる“時間”タイムマシン
のつくり方

藤沢健太 著 ミネルヴァ書房 2016

ふしぎ？ふしぎ！“時間”ものしり大百
科〈３〉 感じる“時間”生き物のからだと
時間

藤沢健太 著 ミネルヴァ書房 2016

よるのばけもの 住野よる 著 双葉社 2016
一行の詩のためには 未刊散文集１９
６１～２０１６年

安水稔和 著 沖積舎 2016

茨木のり子の献立帖 （コロナ・ブックス
２０７）

茨木のり子 著 平凡社 2017

沖縄 海は泣いている―「赤土汚染」と
サンゴの海

吉嶺全二 著 高文研 1991

菓子ひなみ 三六五日の和の菓子暦
京都新聞社 編 京都新聞出版センター 2008

解体新書 復刻版 西村書店編集部 編 西村書店 2016
結婚クライシス 中流転落不安 山田昌弘 著 東京書籍 2016
現代中国を知るための４４章 第５版
（エリア・スタディーズ ８）

藤野彰 共編著 明石書店 2016

罪の声 塩田武士 著 講談社 2016
仕事も人間関係もうまくいく大人の気
づかい

坂東眞理子 著 リベラル社 2016

紙の世界史 歴史に突き動かされた技
術

マーク・カーランスキー 著 徳間書店 2016
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自分の時間を取り戻そう ゆとりも成功
も手に入れられるたった１つの考え方 ちきりん 著 ダイヤモンド社 2016

信じる者はダマされる―うさぎとマツコ
の人生相談

中村うさぎ 著 毎日新聞出版 2016

図説戦争裁判スガモプリズン事典 茶園義男 編著 日本図書センター 1994
世界のともだち２５ インドネシア バリ
の踊り子 マン・アユ

石川梵 著 偕成社 2015

世界のともだち２６ ミャンマー 湖の上
でくらすスミンミャ

森枝卓士 著 偕成社 2015

世界のともだち２７ キューバ 野球の
国のエリオ

八木虎造 著 偕成社 2015

世界のともだち２８ エチオピア ナティ
はたよれるお兄ちゃん

東海林美紀 著 偕成社 2015

世界のともだち２９ オーストラリア 毎
日わくわく！ ビリーの海ぐらし

阪口克 著 偕成社 2015

世界のともだち３０ セネガル 貝がら島
のマドレーヌ

小松義夫 著 偕成社 2015

世界のともだち３１ イタリア パスタの
島のジャンパオロ

山口規子 著 偕成社 2015

世界のともだち３２ ドイツ 丘の上の小
さなハカセ クラース

新井卓 著 偕成社 2016

世界のともだち３３ オランダ サシャの
笑顔はチューリップ

浅田政志 著 偕成社 2016

世界のともだち３４ エジプト アフマド
毎日がもりだくさん！

常見藤代 著 偕成社 2016

世界のともだち３５ ロシア セミョーン
北の国の夏休み

安井草平 著 偕成社 2016

世界のともだち３６ ウズベキスタン シ
ルクロードの少年 サブラト

百々新 著 偕成社 2016

世界の都市地図５００年史 ジェレミー･ブラック 著 河出書房新社 2016
正しい目玉焼きの作り方 きちんとした
大人になるための家庭科の教科書 森下えみこ イラスト 河出書房新社 2016

赤い大地 黄色い大河―１０代の文化
革命 社会と個人を考える

アンコー・チャン 著・絵 今人舎 2005

先生、その英語は使いません！―学
校で教わる不自然な英語１００

キャサリン・Ａ・クラフト 著 ディーエイチシー 2016

動物園飼育員・水族館飼育員になる
には （なるにはＢｏｏｋｓ９２）

高岡昌江 著 ぺりかん社 2017

汝の名はスパイ、裏切り者、あるいは
詐欺師 インテリジェンス畸人伝

手嶋龍一 著 マガジンハウス 2016

坊っちゃんのそれから 芳川泰久 著 河出書房新社 2016
本を読むひと （新潮クレスト・ブックス）

アリス・フェルネ 著 新潮社 2016

夢みる教養 文系女性のための知的
生き方史

小平麻衣子 著 河出書房新社 2016

「ひとり」の哲学 （新潮選書） 山折哲雄 著 新潮社 2016
カント哲学の奇妙な歪み 『純粋理性
批判』を読む

冨田恭彦 著 岩波書店 2017

ジェンダー論をつかむ （Ｔｅｘｔｂｏｏｋｓ ｔ
ｓｕｋａｍｕ）

千田有紀 著 有斐閣 2013

ほとけを造った人びと 止利仏師から
運慶・快慶まで

根立研介 著 吉川弘文館 2013

一流の狂気 心の病がリーダーを強く
する

ナシア・ガミー 著 日本評論社 2016

乾浄筆譚２ 朝鮮燕行使の北京筆談録
洪大容 著 平凡社 2017
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元サルの物語 科学は人類の進化を
いかに考えてきたのか

ジョナサン・マークス 著 青土社 2016

国際連合世界統計年鑑 ２０１４－２０
１６ Statistical Yearbook Vol.59

国際連合統計局 原著編集 原書房 2017

生物の「安定」と「不安定」 生命のダイ
ナミクスを探る

浅島誠 著 ＮＨＫ出版 2016

朝日新聞縮刷版 ２０１６年１１月 ＮＯ．
１１４５

朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2016

朝日新聞縮刷版 ２０１６年１２月 ＮＯ．
１１４６

朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2017

日本型新自由主義とは何か 占領期
改革からアベノミクスまで

菊池信輝 著 岩波書店 2016

文化資本論入門 （学術選書０７８） 池上惇 著 京都大学学術出版会     
乱舞の中世 白拍子・乱拍子・猿楽 沖本幸子 著 吉川弘文館 2016
徂徠集 序類 ２ （東洋文庫 ８８０） 荻生徂徠 著 平凡社 2017
『あしたのジョー』と梶原一騎の奇跡
（朝日文庫）

斎藤貴男 著 朝日新聞出版 2016

６年１組黒魔女さんが通る！！２ 家庭
訪問で大ピンチ！？

石崎洋司 作 講談社 2017

９割の病気は腸で治せる！ （中経の
文庫）

藤田紘一郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

きみまろ「夫婦川柳」傑作選 （小学館
文庫）

綾小路きみまろ 編 小学館 2016

スナックさいばら サバイバル篇 （角川
文庫）

西原理恵子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

すばらしい新世界 （新訳版） （ハヤカ
ワｅｐｉ文庫）

オルダス・ハクスリー 著 早川書房 2017

セルバンテス ポケットマスターピース
１３

ミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ 著 集英社 2016

ティラン・ロ・ブラン４ （岩波文庫３２－
７３８－４）

Ｊ・マルトゥレイ 作 岩波書店 2017

ニッポンが変わる、女が変える （中公
文庫）

上野千鶴子 著 中央公論新社 2016

バカボンのパパと読む「老子」 実践編
（角川文庫）

ドリアン助川 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

パリわずらい江戸わずらい （小学館文
庫）

浅田次郎 著 小学館 2016

バンド臨終図巻―ビートルズからＳＭ
ＡＰまで （文春文庫）

速水健朗 著 文藝春秋 2016

ふしぎ古書店４ 学校の六不思議！？
にかいどう青 作 講談社 2017

よろこびの歌 （実業之日本社文庫）
宮下奈都 著 実業之日本社 2012

ラインの虜囚 （講談社文庫） 田中芳樹 著 講談社 2017
ラフ・アンド・タフ （講談社文庫） 馳星周 著 講談社 2016
伊藤計劃トリビュート （ハヤカワ文庫）

早川書房編集部 編 早川書房 2015

炎路を行く者 守り人作品集 上橋菜穂子 著 新潮社 2017
岳飛伝 ２ 飛流の章 北方謙三 著 集英社 2016
岳飛伝 ３ 嘶鳴の章 北方謙三 著 集英社 2017
監督 小津安二郎 増補決定版 （ちくま
学芸文庫）

蓮實重彦 著 筑摩書房 2016

逆襲の地平線 （中公文庫） 逢坂剛 著 中央公論新社 2016
銀婚式 （新潮文庫） 篠田節子 著 新潮社 2017
芸者と遊び 日本的サロン文化の盛衰

田中優子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

幻想温泉郷 （講談社文庫） 堀川アサコ 著 講談社 2016
古代研究 １ 民俗学篇 １ 折口信夫 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
悟浄出立 （新潮文庫） 万城目学 著 新潮社 2016
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黒書院の六兵衛 下 （文春文庫） 浅田次郎 著 文藝春秋 2017
黒書院の六兵衛 上 （文春文庫） 浅田次郎 著 文藝春秋 2017
妻が椎茸だったころ （講談社文庫） 中島京子 著 講談社 2016
昨日のまこと、今日のうそ 髪結い伊三
次捕物余話

宇江佐真理 著 文藝春秋 2016

邪悪 下 （講談社文庫） パトリシア・コーンウェル 著 講談社 2016
邪悪 上 （講談社文庫） パトリシア・コーンウェル 著 講談社 2016
十字路が見える （新潮文庫） 北方謙三 著 新潮社 2017
新装版 寂庵説法 （講談社文庫） 瀬戸内寂聴 著 講談社 2016
神話の心理学-現代人の生き方のヒン
ト 物語と日本人の心 コレクション４ 河合隼雄 著 岩波書店 2016

生活向上委員会！３ 女子ｖｓ.男子 教
室ウォーズ

伊藤クミコ 作 講談社 2017

蝉しぐれ 下 （文春文庫） 藤沢周平 著 文藝春秋 2017
蝉しぐれ 上 （文春文庫） 藤沢周平 著 文藝春秋 2017
船出 上 （岩波文庫 ３２－２９１－２）

ヴァージニア・ウルフ 作 岩波書店 2017

大中小探偵クラブ 猫又家埋蔵金の謎
はやみねかおる 作 講談社 2017

地獄堂霊界通信７ （講談社文庫） 香月日輪 著 講談社 2017
池上彰×津田大介 テレビ・新聞・ネッ
トを読む技術 （中経の文庫）

池上彰 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

池上彰の新聞ウラ読み、ナナメ読み
（ＰＨＰ文庫）

池上彰 著 ＰＨＰ研究所 2017

透明な迷宮 （新潮文庫） 平野啓一郎 著 新潮社 2017
肉迫―ブラディ・ドール３ （ハルキ文
庫）

北方謙三 著 角川春樹事務所 2017

日本の古代国家 （岩波文庫３３－４３
６－２）

石母田正 著 岩波書店 2017

破壊された男 （ハヤカワ文庫） アルフレッド・ベスター 著 早川書房 2017
犯罪の大昭和史―戦前 （文春文庫）

文藝春秋 編 文藝春秋 2016

美しい日本語 （角川ソフィア文庫） 金田一春彦 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
美は乱調にあり 伊藤野枝と大杉栄
（岩波現代文庫）

瀬戸内寂聴 著 岩波書店 2017

舞台 （講談社文庫） 西加奈子 著 講談社 2017
平蔵の首 （文春文庫） 逢坂剛 著 文藝春秋 2014
平蔵狩り （文春文庫） 逢坂剛 著 文藝春秋 2016
放課後おばけストリート 吸血鬼がく
る！

桜木日向 作 講談社 2017

謀略の都 下 １９１９年三部作１ ロバート・ゴダード 著 講談社 2017
謀略の都 上 １９１９年三部作１ ロバート・ゴダード 著 講談社 2017
漫画 坊っちゃん （岩波文庫３３－５７９
－１）

近藤浩一路 著 岩波書店 2017

貘の檻 （新潮文庫） 道尾秀介 著 新潮社 2017
「今、ここ」から考える社会学 （ちくまプ
リマー新書２７０）

好井裕明 著 筑摩書房 2017

がっかり行進曲 （ちくまプリマー新書２
７１）

中島たい子 著 筑摩書房 2017

カラー版 音楽で楽しむ名画―フェル
メールからシャガールまで （平凡社新
書）

加藤浩子 著 平凡社 2016

キャスターという仕事 （岩波新書１６３
６）

国谷裕子 著 岩波書店 2017

ジャニーズと日本 （講談社現代新書）
矢野利裕 著 講談社 2016

シルバー・デモクラシー 戦後世代の覚
悟と責任

寺島実郎 著 岩波書店 2017

第42回泉鏡
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モネのあしあと―私の印象派鑑賞術
（幻冬舎新書）

原田マハ 著 幻冬舎 2016

ロシア革命 破局の８か月 池田嘉郎 著 岩波書店 2017
英単語の世界―多義語と意味変化か
ら見る （中公新書）

寺澤盾 著 中央公論新社 2016

共生保障 〈支え合い〉の戦略 宮本太郎 著 岩波書店 2017
現代日本外交史 冷戦後の模索、首相
たちの決断

宮城大蔵 著 中央公論新社 2016

全国ローカル路線バス 車窓から日本
を再発見！

ブルーガイド編集部 編 実業之日本社 2016

対話する社会へ （岩波新書１６４０）
暉峻淑子 著 岩波書店 2017

独占禁止法 新版 国際標準の競争法
へ

村上政博 著 岩波書店 2017

文庫解説ワンダーランド （岩波新書１
６４１）

斎藤美奈子 著 岩波書店 2017

文明は〈見えない世界〉がつくる （岩波
新書１６４３）

松井孝典 著 岩波書店 2017

落語と歩く （岩波新書１６４２） 田中敦 著 岩波書店 2017
基礎がため一生モノの英文法ＢＡＳＩＣ
ゼロから学べて入門コースに確実に
乗るための最短ルート

澤井康佑 著 ベレ出版 2016

ＡＥＲＡ’１７．０１．０２－’１７．０１．０９
合併増大号 30

朝日新聞出版 2017

ＡＥＲＡ’１７．０１．１６ 30 朝日新聞出版 2017
ＡＥＲＡ’１７．０１．２３ 30 朝日新聞出版 2017
ＡＥＲＡ’１７．０１．３０ 30 朝日新聞出版 2017
ＢＥ－ＰＡＬ’１７．０２ 37 小学館 2017
Casa BRUTUS’１７．０２ 18 マガジンハウス 2017
ＣＬｉＣＫ’１７．Ｊａｎｕａｒｙ/Ｆｅｂｒｕａｒｙ Ｐａ
ｕｌ Ｐｏｇｂａ

Mary Glasgow Magazines 2017

CNN ENGLISH EXPRESS’１７．０２ 31
朝日出版社 2017

ＥＬＬＥ ＤＥＣＯＲ エル・デコ’１７．０２
26

ハースト婦人画報社 2017

ELLE’１７．０２ 32 Hearst Communications Inc. 2017
ＭｄＮ’１７．０２ キャラの声をフォントで
再現する方法 声の性格 質感 大小
話す速度 抑揚etc．

ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 2017

ＭＯＥ’１７．０２ 39 白泉社 2016
National Geographic  日本版’１７．０１
23

日経ナショナル ジオグラフィック社 2016

National Geographic  日本版’１７．０２
23

日経ナショナル ジオグラフィック社 2017

Newsweek  日本版’１７．０１．０３-１
７．０１．１０ 新年合併号 32

ＣＣＣメディアハウス 2017

Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０１．１７ 32
ＣＣＣメディアハウス 2017

Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０１．２４ 32
ＣＣＣメディアハウス 2017

Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１７．０１．３１ 32
ＣＣＣメディアハウス 2017

Ｎｅｗｔｏｎ’１７．０２ 37 ニュートンプレス 2017
Ｎｅｗｔｏｎ’１７．０３ 37 ニュートンプレス 2017
PHaT PHOTO’１７．０１－０２ 14 シー・エム・エス 2017
SCREEN’１７．０3 創刊７０周年記念
号第３弾 72

近代映画社 2017

Sports Graphic NUMBER’１７．0１．１
４ 特別増刊号 38

文藝春秋 2017

落語によく

出てくる地

名はどこ

だ？

落語CDも所

蔵していま

す。

「依存か

ら私を守

る」

スマホ漬

けになっ

ていませ

んか？

「ジェンダー

革命」

このほかにも

今月はジェン

ダーに関する

本を受け入

れました。



Sports Graphic NUMBER’１７．0１．２
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文藝春秋 2017

Sports Graphic NUMBER’１７．0２．０
９ 38

文藝春秋 2017

Ｓｗｉｔｃｈ’１７．０２ 35 スイッチ・パブリッシング 2017
TIME’１７．０１．１６ 189 TIME社 2017
TIME’１７．０１．２３ 189 TIME社 2017
TIME’１７．０１．３０ 189 TIME社 2017
ＶＯＧＵＥ’１６．１２ 16 2017
えんぶ’１７．０２ 1 演劇ぶっく社 えんぶ 2017
キネマ旬報’１６．０１ 下旬号 キラキラ
青春映画に飛びこめ！ 坂口健太郎
「君と100回目の恋」

キネマ旬報社 2017

キネマ旬報’１７．０2 上旬号 スコセッ
シ、映画の神に問う！「沈黙ーサイレ
ンスー」

キネマ旬報社 2017

ジュニアエラ junior AERA `1７.０２ 発
酵のミラクルパワー おいしい菌のはな
し

2017

ダ・ヴィンチ’１７．０２ 24 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
ユリイカ’１７．０１ 49 青土社 2017
ユリイカ’１７．０２ 49 青土社 2017
ユリイカ’１７．０２臨時増刊 49 青土社 2017
医療と安全管理  総集版’１７．０２ 29

ニホン・ミック 2017

栄養と料理’１７．０２ 83 女子栄養大学出版部 2017
科学と環境版’１７．０２ 29 ニホン・ミック 2017
教育版’１７．０２ 29 ニホン・ミック 2017
芸術新潮’１７．０１ 68 新潮社 2017
芸術新潮’１７．０２ 68 新潮社 2017
月刊Ｐｉａｎｏ’１７．０２ ２０１７年初春を
彩る 音楽系映画＆TV インタビュー：
松坂桃李、ｍｉｗａ、坂口健太郎

ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2017

健康りてらしぃ’１７．０２ 29 ニホン・ミック 2017
食と生活版’１７．０２ 29 ニホン・ミック 2017
信徒の友’１７．０２ 伝えたい！―キリ
ストの香りを携えて

日本キリスト教団出版局 2017

大学への数学’１７．０２ 60 東京出版 2017
特別支援教育の実践情報’１７．０２/
０３ 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’１７．０１．０９ 新春特別
企画 あれってホント？それともウソ？
パソコンのギモン、なんでも大解決！

日経BP社 2017

日経パソコン’１７．０１．２３ 無料で使
える！目的別 Ｗｅｂサービス総点検 日経BP社 2017

美術手帖’１７．０２ 69 美術出版社 2017
福祉ニュース  高齢福祉編’１７．０２
29

ニホン・ミック 2017

福祉ニュース  障害福祉編’１7．０２
29

ニホン・ミック 2017

文藝春秋’１７．０２ 95 文藝春秋 2017
暮しの手帖’１７．０２－１７．０３ 土井
善晴 なべ奉行のお話

暮しの手帖社 2017

「日本はイ

ンドに原

発を輸出

するの？」

アウトサイ

ダー・アート

風邪にきく

ごはん、バ

レンタイン

のお菓子

作りのレシ

ピなど


