
国土交通白書令和2年版（社会と暮らしのデザイン改革 : 国土交通省20
年目の挑戦 ）との本、厚生労働白書令和3年版（新型コロナウイルス感
染症と社会保障）を購入しました。年鑑　日本の空間デザインは、過去
１年間の優れた空間デザインを総覧できる書籍ですが近年継続して購入
しており2021年も入手しました。

★お知らせ

空中写真：1953年淡路島米軍撮影　国土地理院 雑誌コーナー

空中写真：1963年淡路島北部 雑誌コーナー

空中写真：1974年淡路島全域　１－５ 雑誌コーナー

花と緑の淡路夢舞台: 淡路島国際公園都市 / 兵庫県企画；読売映
画社制作　兵庫県

Vt52/H99

淡路島・松帆銅鐸と弥生社会 / 兵庫県立考古博物館編　雄山閣
2019

210.2/H99

淡路の歴史 : くにうみの島 / 淡路文化協会, 兵庫県文化協会編　兵
庫県文化協会　1985

216.4/A97

淡路・島づくり2000年宣言 淡路島デザイン会議　淡路21世紀
協会　2000

216.4/A97

淡路365日 / 福谷弘著 ; 朝日新聞洲本支局編　BOOKS成錦堂
1990

216.4/F84

淡路地方史 : 一郷土史家の考察 / 大江恒雄著　文芸社　2003 216.4/O18

世界中から訪れたい特別な島日本のはじまる淡路島 : 淡路島総合
観光戦略 / 淡路島総合観光戦略策定会議　2018

216.7/A97

淡路ゆかりの50人 : これだけは知っておきたい : 歴史と観光の散
策ガイド 神戸新聞総合出版センター 2005

281.64/Ko13

日常という名の海で : 淡路島物語 / 菅耕一郎著　アルファベータ
ブックス　［１］、2　2017ー

289.1/Ka43

淡路島今昔写真集 / 淡路島今昔写真集刊行会編 樹林舎 2006 L291.6/A97

淡路島ロケーションガイドブック＝Awaji-island location
guidebook / 淡路島フィルムオフィス［編］  2017

291.64/A97

淡路島・鳴門　昭文社（ことりっぷ）　2021 291.64/A97

淡路島 : 海と山、空、風…フォトジェニックで気持ちがいい島
京阪神エルマガジン社　2021

291.64/A97

淡路島 / 樽井眞邦写真 ; 谷口三千代文　淡路島写真集編集委員会
1999

291.64/A97

Awajigaku : 改訂淡路学読本ダイジェスト版 : あなにやし淡路島 
/ 廣岡徹監修 ; 投石文子編著　淡路学読本編纂会議 , にこちゃん塾
2021

291.64/Ka21

アルファライブラリー通信⑯

●Journal of Ecology Online購読しております(2021年1月から2021年12月）2022年は定期購読は中
止します
 　https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652745

★アルファライブラリーにある“淡路島”に関する資料の一部

●映像教材（Online)　老年看護 援助技術シリーズ（全10 巻）は、同時に複数の方が視聴できます　超高齢
化社会に必要な情報がコンパクトにまとめられています（2021年4月から2022年3月）
https://www.educational-video-online.jp

●夜間暗かった館内にフットライトを1個から6個に増やしていただきました。倉庫に眠っていた学校報、紀
要、実践演習要旨集のバックナンバーを図書館へ移しました。2年分の日本経済、朝日、神戸新聞はキープし
ていますが2016年から2019年の地方のニュース（景観園芸、動植物、震災、環境）の記事も置いておりま
す。入要の方はお声かけください。



淡路学 : 読本 / 淡路島デザイン会議　2002 291.64/N46

阪神・淡路大震災淡路島の記録 : 兵庫県南部地震平成7年1月17
日午前5時46分 / 兵庫県洲本土木事務所編 1995

369.3/H99

淡路島の民俗 / 和歌森太郎編 吉川弘文館 1964 382.1/W23

淡路島の植物誌 : Flora of the Awaji Island / 小林禧樹, 黒崎史
平, 三宅慎也 [著]　自然環境研究所　改訂増補　2012

CD47/Ko12

淡路島南部の蛾 / 藤平 明 1999 486.8/F56

淡路島景観づくり運動推進業務報告書　VOL: 平成23年度
2012

518.8/H99

みどりが地域を元気にする VOL: 第7回 兵庫県立淡路景観園芸学
校 2010

518.85/H99

安藤忠雄 : 淡路夢舞台 : 千年庭園の記録 / 安藤忠雄著　新建築社
２０００

520.87/A47

淡路夢舞台建設のあゆみ = Awaji Yumebutai Construction
Report / 淡路夢舞台建設記録誌編集委員会編 2000

521.6/A97/1

淡路夢舞台完成写真集 = Awaji Yumebutai Construction
Report / 淡路夢舞台建設記録誌編集委員会編　2000

521.6/A97/2

みつけのくに淡路島の風土＆フード /　投石文子編著　淡路おみ
なの会　2009

596/N26

淡路島 : 神の国を背景にしたブランディング : 淡路地域 (淡路市・
洲本市・南あわじ市) の地域ブランド戦略 / 原田保, 金澤和夫編著
芙蓉書房出版　2014

601.164/H32

地域×クリエイティブ×仕事 : 淡路島発ローカルをデザインする :
淡路はたらくカタチ研究島実践編 / 服部滋樹 [ほか] 編著 ; 西村佳
哲 [ほか] 著　学芸出版社　2016

601.164/H44

淡路花博2015花みどりフェア：人と自然の共生のステージ 公式
記録 / 淡路花博15周年記念事業実行委員会編 2015

606.7/A97

ありがとう！淡路島公園開催記録 : 淡路島公園開園３０周年記念
事業　実行委員会　2015

629.3/A71

淡路島の仏教美術 / 洲本市立淡路文化史料館編 1992 702.2/Su68

淡路文学散歩の手引 / 清水健次郎編　淡路文化協会 , 淡国書房　1994910.29/Sh49

俳句で詠む淡路島百景　／　兵庫県淡路県民局編　２０１５．３
－　正　続　2018年

911.3/H99

国生み神話 : 日本のはじめと淡路島 / 廣岡徹監修 ; 投石文子文 ;
進藤晃子絵　にこちゃん塾　２００８

913.2/H71

故郷の雨 : 淡路島雑感 / 門康彦著　Vol.3 2003 914.6/Ka14

修士論文にも　淡路関連タイトルが多いです（図書検索で検索可能）ビジュアルライブラリー

蘚苔植物とシダ植物    ビデオディスク VT46/Se17

苔の話 : 小さな植物の知られざる生態 / 秋山弘之著 中央公論新社
2004

475/A38

原色日本蘚苔類図鑑 / 岩月善之助, 水谷正美共著 保育社　1972 475/I97

コケの自然誌 / ロビン・ウォール・キマラー著 ; 三木直子訳　築
地書館　2012

475/Mi２４

★アルファライブラリーにある“苔、コケ”に関する資料の一部



ときめくコケ図鑑 / 田中美穂文 ; 伊沢正名写真　山と渓谷社
2014．2

U475/Ta84

苔園芸コツのコツ : 苔玉・苔鉢盆栽・苔盆景・木付け・石付け・
テラリウム・苔庭 / 手塚直人,岡田雅善,條克己著 ; 農山漁村文化協
会編 2003

627.8/J32

苔玉・ミニ盆栽 : おしゃれでかわいい緑のインテリア / 砂森聡監
修 新星出版社 2003

627.8/Su71

魅せる苔テラリウムの作り方 : 部屋で育てる : 着生・ふやし方か
ら飾り方まで / 石河英作著  家の光協会　2020

627.85/I76

光と苔のテラリウム/川本毅著　日本文芸社　2020.7 627.85/Ka95

はじめての苔テラリウム / 園田純寛著 成美堂出版 2019 627.85/So45

西芳寺 : 苔と石と夢窓疎石 / 西川孟撮影　集英社　1989 629.2/N71/1

木と苔の庭 建築資料研究社（ 庭4号　1991） 629.2/Ta94/4

美しい苔の庭 : 京都の庭園デザイナーがめぐる / 烏賀陽百合著
エクスナレッジ　２０２１

629.21/U55

編集後記：コロナ禍で学会等のオンライン開催はありましたが、雑誌等の休刊はほとんどありませんでした。書いたり読
んだりの活動は粛々と進めることができるのだと実感。学生時代より検索する事が生活に根付いています。

★通信⑭掲載後の新購入図書（2021年8月から12月初旬）・・・超建築パース、建築模型アイデア図鑑、
ソウルの公園、庭と建築の煎茶文化、世界の茶文化図鑑、スローライフ、東京2020オリンピック・パラリン
ピック公式競技図鑑、イサム・ノグチエッセイ、イサム・ノグチ庭の芸術への旅、世界で楽しまれている５０
の園芸植物図鑑、湿地の科学と暮らし、富士山ブック2021、湿地教育・海洋教育、湿地の文化・再生、湿地
への招待、日本人はいつから働きすぎになったか、ことりっぷ　淡路島　鳴門、石井桃子のことば、ひとり出
版社という働きかた　増補改訂版、英国とヴィンテージ・ファブリック、ヨーロッパのかわいい紙もの、京都
古民家カフェ日和、ウイーンこだわり旅ブック、アイネクライネナハトムジーク、三木清人生論ノート、
ICONISM 世界のアイコン・ピクトグラムのデザイン、世界ピクト図鑑、日本ムラサキ草栽培の探求、藤と日
本人、花束デザイン図鑑300、竹垣づくりテクニック、特別報道写真集　2020東京オリンピック、チュー
リップの文化誌、博物館のバックヤードを探検しよう、世阿弥最後の花、土木構造力学概論、水理学概論、土
質力学概論、構造力学、京、上皇・上皇后さまがお慈しみの植物図鑑、淡路ゆかりの50人、淡路地方史、色
彩検定過去問題集2020年版、すぐやる人になる1分かたづけ術、花と木の漢字学、図説世界の文字とこと
ば、京都はじまり物語、南方熊楠、歩いて旅する熊野古道・高野・吉野、まち保育のススメ、ただ　そこにい
る人たち、あるがままが　あるところ、秘密のバルコニーガーデン、厚生労働白書　令和3年版、東京パラリ
ンピック2020、横浜植木物語、帆神、京都発・庭の歴史、もふもふ堂　神戸の風景、才能を引ぎだした情報
空間、司書のお仕事１・２、図説よりすぐり国立国会図書館、ひょうごの在来作物、世界で大活躍できる13
歳からの学び、姫路城の真実、姫路城を歩く、ひょうごで出会う野鳥、絶景姫路城、道草さんぽ　趣味ど
きっ！、土いらずのガーデニング、ユニバーサルミュージアム、ワインの世界地図、花いろさんぽ道、イギリ
ス野の花図鑑、ふるさとの歌がきこえる（CD付）、世界の美しいバラの庭、花時間　2022　秋冬、
WIRED(ワイアード)VOL.41・42、パブリック図書館の奇跡（DVD）、ＢＩＳＥＳ共感のエナジー、商店建
築2021年9月号、一度死んだ僕の車いす世界一周、疲れない脳をつくる生活習慣、九州・沖縄の巨樹、森の
巨人たち、世界の巨樹・古木、日本一の巨木図鑑、ビールの図鑑　新版、ハーブティー事典　改訂、東洋経済
10月16日号特集：実家のしまい方、読書の日本人、新型コロナウイルス（COVID-１９）からの教訓、ガー
デンダイアリーVol.16　2021秋、生物・農学系のための統計学、南仏プロバンスの25年、年鑑日本の空間
デザイン2021、羊飼いのくらし、糸紡ぎのテクニックとデザイン、ブルッキーのひつじ、発想法　続、よく
わかる質的社会調査　プロセス編・技法編、地域社会と権力・生活文化、ローズメーカー奇跡のバラ
（DVD)、ヴェルサイユの宮廷庭師（DVD)、新生オルセー美術館、野菜一つでこんなにおいしい、宿根草で
つくる自分好みの庭、奄美大島・徳之島の自然　上・下巻、やってみよう　カメラの修理＆メンテナンス、
CHOCOLATE、自然の恵みを生かした暮らしと家づくり、かな字典　二玄社、 GREEN is vol.3 みどりで
つながる空間デザイン、ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2、図解 パブリックスペースのつく
り方、林苑計画書から読み解く明治神宮100年の森、いつか旅してみたいフランスの美しい村、レイチェル
のパリの小さなキッチン（DVD&レシピ）、クイックパース、世界の空き家対策、東京TOKYO、地球環境
学、花のあとさき、淡路島　地球の歩き方、東京の古本屋、大学的神戸ガイド、地図の事典、海人族の古代
史、寂聴さんのしあわせ法話（CD付）、花のいのち、死に支度、New Roses Vol.30、安心野菜の一畳菜
園、はじめての収穫キッチンガーデン、ビジュアルスペシャリティコーヒー大辞典　第2版、人と生態系のダ
イナミクス　１・２・４・５、ちぎり絵の絵手紙12か月、You tube 基本+活用ワザ、その農地私が買いま
す、他者の靴を履く、かこさとしと紙芝居


