
回次 ⽒名 著書名 出版社
⾼7 井上晴視 CD 東・⻄⾼校、男⼥共学合併号 加古川東⾼・⻄⾼新聞部
⾼7 神榮赳郷 峰相記の研究 郷⼟志社
⾼7 神榮赳郷 ⾚松⼀族盛衰記 郷⼟志社
⾼7 神榮赳郷 【ラジオ関⻄】電話リクエスト物語 郷⼟志社
⾼7 増⽥忠司 スズムシおじさんの⽇記帳 神⼾新聞総合出版センター
⾼7 神吉修⾝ 信⻑の跫 かんき出版

⾼10 ⼭本良三 南アルプスからヒマラヤへ ⼭と渓⾕社
⾼12 上野 攻 新宿御苑 誕⽣までの320年とその後 ⽂藝社
⾼14 柏⾕博之 地⾐類のふしぎ ソフトバンク・クリエィティブ
⾼14 藪下史郎 ⾮対称情報の経済学 光⽂社
⾼14 藪下史郎 テロの経済学 訳本 東洋経済新報社
⾼14 藪下史郎 ミネルヴァ経済学・⾦融論 ミネルヴァ書房
⾼14 藪下史郎 スティグリッツ⼊⾨経済学 第４版訳本 東洋経済新報社
⾼14 藪下史郎 「⾒えざる⼿」など存在しない 東洋経済新報社
⾼14 藪下史郎 教養としてのマクロ経済学 東洋経済新報社
⾼14 飯沼博⼀ A History of Kakogawa City ⾃費出版
⾼14 飯沼博⼀ 加古川さんぽ 上 ⾃費出版
⾼14 飯沼博⼀ 加古川さんぽ 下 ⾃費出版
⾼14 平本勝章 詩集・⼟器のでる庭 ⿊平洞
⾼14 平本勝章 ⾊覚異常 ⽂藝社
⾼14 今⽥忠彦 横浜市が「つくる会」系を選んだ理由 産経新聞出版
⾼14 荻内勝之 ドン・キホーテの⾷卓 新潮社
⾼14 荻内勝之 スペインラプソディ 主婦の友社
⾼14 荻内勝之 LE ROI国王 訳書 オプトコミュニケーションズ
⾼14 荻内勝之 おっ⽗たんが⾏く 福⾳館書店
⾼14 荻内勝之 ドン・キホーテ 前編上 訳書 新潮社
⾼14 荻内勝之 ドン・キホーテ 前編下 訳書 新潮社
⾼14 荻内勝之 ドン・キホーテ 後編上 訳書 新潮社
⾼14 荻内勝之 ドン・キホーテ 後編下 訳書 新潮社
⾼14 荻内勝之 ペルシーレスとシヒムスンダの冒険 訳書 ⽔声社
⾼16 井本史夫 集合住宅でペットと暮らしたい 集英社
⾼16 井本史夫 間違いだらけの室内⽝選び・育て⽅ 講談社
⾼16 井本史夫 シニア⽝のケアと介護 NHK出版
⾼16 井本猫良 猫楽吟 源草社
⾼16 今出洋⼀ ⼤坂のべろべろ ⼀粒書房
⾼16 今出洋⼀ ⼈斬り伝⼋郎 ⼀粒書房
⾼16 今出洋⼀ 噛んだろか婆さん ⼀粒書房
⾼16 今出洋⼀ 播磨の男達 ⼀粒書房
⾼16 今出洋⼀ 神の⼦⻤の⼦狐の⼦ ⼀粒書房
⾼16 ⽥中公⼀ 宇宙論と進化論とキリスト教 訳本 聖公会出版

「清流⽂庫」贈呈リスト（敬称略）                        令和２年５⽉現在
加古川東⾼卒業⽣の書いた本、ゆかりの本



⾼16 中⼭ひろ⼦ 中⼭ひろ⼦遺作画集・ ⾼１６回⽣有志⼀同にて ⺟・中⼭允恵さん、⾃費出版
⾼18 ⻑尾義純 神⼾新聞の100⽇ （⻑尾⽒ゆかりの本） ⾓川⽂庫
⾼18 ⻑尾義純 ⼤震災地下でーなぜ地震は起こったか（⻑尾⽒ゆかりの本） 神⼾新聞社
⾼20 松村信⼈ 似たような話 思潮社
⾼21 楢⽊ 守 海峡の⾵        装幀 中川 猛(⾼21) ロムテック
⾼24 ⿂住孝⾄ 宮本武蔵 ⽇本⼈の道 ぺりかん社
⾼24 ⿂住孝⾄ 宮本武蔵 「兵法の道」を⽣きる 岩波新書
⾼24 ⿂住孝⾄ 芭蕉 最後の⼀句 筑摩書房
⾼24 ⿂住孝⾄ 宮本武蔵 五輪書 ⾓川ソフィア⽂庫
⾼24 ⿂住孝⾄ オイゲン・ヘリゲル ⼸と禅 訳書 ⾓川ソフィア⽂庫
⾼24 ⿂住孝⾄ 道を極めるー⽇本⼈の⼼の歴史 放送⼤学教育振興会
⾼24 ⿂住孝⾄ 哲学・思想を今考えるー歴史の中でー 放送⼤学教育振興会
⾼24 ⿂住孝⾄ ⽂学・芸術・武道にみる⽇本⽂化 放送⼤学教育振興会
⾼25 渋⾕秀樹 憲法への招待 新版 岩波新書
⾼25 渋⾕秀樹 憲法 第３版 有斐閣
⾼25 渋⾕秀樹 新精選 現代⽂B （⾼校⽣向け教科書） 明治書院
⾼25 岸本芳也 ⽶国での特許訴訟防衛マニュアル 中央経済社
⾼25 岸本芳也 社⻑になる⼈のための知財活⽤の本 ⽇本経済新聞出版社
⾼25 岸本芳也 ⽶国発明法の特許防衛戦略 中央経済社
⾼25 岸本芳也 知財戦略としての⽶国特許訴訟 ⽇本経済新聞出版社
⾼25 岸本芳也 グローバル企業の知財戦略 丸善
⾼25 内⽥裕之 固体⾼分⼦形燃料電池のすべて エヌ・ティー・エス
⾼28 ⾼⽥俊博 ⼼理臨床とセラピストの⼈⽣ 創元社
⾼28 永原郁⼦ お⺟さんのための性といのちの⼦育（こそだて）読本 いのちのことば社フォレストブックス

⾼28 永原郁⼦ ティーンズのための命のことが分かる本 いのちのことば社フォレストブックス

⾼28 永原郁⼦ かっこよくいきるすてきにいきるための5つのお話 ごま書房新社
⾼28 松元亮治 活動する宇宙ー天体活動現象の物理ー 裳華房
⾼28 松本 仁 よもやま花誌 植物とのふれあい五⼗年 新評論
⾼28 挿絵 ⻄⽥（新部）由美⼦
⾼29 ⽷井江美 ⼤⼈のための英会話 ナツメ社
⾼29 ⽷井江美 おとなの英語教室 NHK出版
⾼29 ⽷井江美 ⼤⼈のための英語ドリル ナツメ社
⾼30 ⾸藤由之 「ねんきん定期便」活⽤法 朝⽇新聞出版
⾼30 ⾸藤由之 「貯まる⼈」「殖える⼈」が当たり前のようにやっている16のマネー習慣 阪急コミュニケーションズ
⾼33 有本圭⼦ 保健室のまんま ⽂藝社
⾼35 吉井秀夫 古代朝鮮墳墓にみる国家形成 京都⼤学学術出版会
⾼36 ⽯原顕光 トコトンやさしい再⽣可能エネルギーの本 ⽇刊⼯業新聞社
⾼36 ⽯原顕光 トコトンやさしいエントロピーの本 ⽇刊⼯業新聞社
⾼36 ⽯原顕光 トコトンやさしい電気化学の本 ⽇刊⼯業新聞社
⾼36 ⽯原顕光 原理からとらえる電気化学 第４版 裳華房



⾼36 ⽯原顕光 トコトンやさしい元素の本 ⽇刊⼯業新聞社
⾼36 ⽯原顕光 トコトンやさしい⽔素の本 第２版 ⽇刊⼯業新聞社
⾼36 ⽯原顕光 熱と温度の科学 ⽇刊⼯業新聞社
⾼36 ⽯原顕光 しっかり学ぶ化学熱⼒学 裳華房
⾼36 ⽳⽥卓司 Our Stories （⽳⽥⽒ゆかりの本） 佐藤総合法律事務所
⾼38 盛⽥倫⼦ 彼⼥がくれたマウンド 光⽂社
⾼38 ⾕⼝智恵 図書館⼈物事典  ⽇本図書館⽂化史研究会

学校図書館で知的⾃由をする現場シナリオ
⾼40 ⼩⻄美穂 ３秒で⼼をつかみ１０分で信頼させる聞き⽅・話し⽅ ディスカヴァー・トゥエンティワン

⾼40 ⼩⻄美穂 ⼩⻄美穂の七転び⼋起き ⽇経BP社
⾼40 ⽥中孝治 映画・万引き家族パンフレット （⽥中⽒出演） 東宝
⾼41   郡 和範   宇宙物理学 共⽴出版
⾼44 寺⽥和弘 新装版 コペンハーゲンの街⾓から ビネバル出版
⾼45 北條俊正 拝啓、あなたはボーカロイドを知ってますか 廣済堂出版
⾼45 藤井⼀郎 プロフェッショナル・ネゴシエーターの頭の中 東洋経済新報社
⾼45 藤井⼀郎 中⼩企業M&A 34の真実 東洋経済新報社
⾼45 ⾼橋和也 ⼀般法⼈・公益法⼈の理事、監事、評議員に 忘⽺社

なったらまず読む本
⾼46 松尾和也 ホントは安いエコハウス ⽇経ホームビルダー
⾼46 松尾和也 これからのリノベーション 新建新聞社
⾼46 松尾和也 あたらしい家づくりの教科書 第3版 新建新聞社
⾼46 松尾和也 だん 暖か、団らん、⾼断熱住宅 新建新聞社
⾼46 尾代ゆうこ ウチにブタがいます ⽂芸春秋
⾼46 尾代ゆうこ ⽇本⼈の惜しい英語 主婦の友社
⾼46 尾代ゆうこ ⽇本⼈の惜しい英語2 主婦の友社
⾼46 吉岡 剛 コミュニティパワーで地域を豊かにする 学芸出版社
⾼50 折⼾誠⼦ 季刊刑事弁護77号 現代⼈⽂社
⾼50 折⼾誠⼦ 量刑調査報告集Ⅳ 第⼀東京弁護⼠会
⾼50 折⼾誠⼦ 量刑調査報告集Ⅴ 第⼀東京弁護⼠会
⾼50 折⼾誠⼦ 国選弁護活動の⼿引き 第⼀東京弁護⼠会
⾼50 折⼾誠⼦ 弁護⼠の現場⼒ ぎょうせい



神⼾新聞社編 ふるさとの巨樹・名⽊ 神⼾新聞出版センター
NPO法⼈ シーズ加古川 KaKo-Style 編集委員会
特定法⼈ シミンズシーズ KaKo-Style2 編集委員会

博学・こだわり倶楽部 関⻄の鉄道・関東の鉄道 河出書房新社 
JTBキャンプブックス 神⼾市電が⾛った街 今昔 JTB
JTBキャンプブックス 関⻄ 電⾞のある⾵景・今昔1 JTBパブリッシング
JTBキャンプブックス ⼤阪・京都・神⼾ 私鉄駅物語 JTBパブリッシング
JTBキャンプブックス ⼤⼿私鉄⽐較探⾒・⻄⽇本編 JTBパブリッシング

「私鉄の⾞両」復刻委員会 ⼭陽電気鉄道 ネコ・パブリッシング
RM LIBRARY 全盛期の神⼾市電（上） ネコ・パブリッシング
週刊鉄道の旅 播但線 講談社
週刊鉄道の旅 ⼭陽本線 講談社
週刊鉄道の旅 阪神電鉄・阪急電鉄 講談社
週刊鉄道全路線 加古川線 朝⽇新聞出版

ノスタルジックトレイン 最盛期の⼭陽本線 芸⽂社
浅井信雄 アメリカ５０州を読む地図 新潮社
河北秀也 元祖︕⽇本のマナーポスター グラフィック社
越川禮⼦ 江⼾の繁盛しぐさ ⽇本経済新聞社
越川禮⼦ 商⼈道「江⼾しぐさ」の知恵袋 講談社
越川禮⼦ ⾝につけよう︕江⼾しぐさ KKロングセラーズ
越川禮⼦ 「江⼾しぐさ」完全理解 三五館
越川禮⼦ マンガ判「江⼾しぐさ」⼊⾨ 三五館
越川禮⼦ 暮らしうるおう江⼾しぐさ 朝⽇新聞社
越川禮⼦ 「また会いたい⼈」と⾔われる話し⽅ 教育評論社
越川禮⼦ 図説江⼾しぐさ ⻘春出版社
⼭本⼀⼒ 東京江⼾歩き ⽂藝春秋
⼭本⼀⼒ 江⼾の品格 成美堂出版
原島広⾄ 東京今昔散歩 中経出版
鈴⽊理⽣ 東京の地理がわかる事典 ⽇本実業出版社
⽮⽥挿雲 江⼾から東京へ（⼆） 中央公論社
⽮⽥挿雲 江⼾から東京へ（三） 中央公論社
⽮⽥挿雲 江⼾から東京へ（四） 中央公論社
⽮⽥挿雲 江⼾から東京へ（五） 中央公論社
⽮⽥挿雲 江⼾から東京へ（六） 中央公論社
⽮⽥挿雲 江⼾から東京へ（七） 中央公論社

その他 寄贈本 清流⼋⼗年 加古川東⾼校
清流会東京⽀部・アルバム 清流会東京⽀部
修⾝教授禄 ２４版 致知出版
平成２２年１⽉号 昭和の⾁声〚６０⼈〛 ⽂藝春秋

井上晴視⽒(⾼7)寄贈本



対⼈⾏動研究会 対⼈⾏動の⼼理学 誠信書房
中根允⽂ 意思決定⾏為 ヒューマンティワィ
梶⽥叡⼀ ⾃⼰意識の⼼理学 第2版 東京⼤学出版
祖⽗江孝男 ⽇本⼈はどう変わったのか NHKブックス
池⾒⾣次郎 セルフコントロールの医学 NHKブックス
⽊村尚三郎 家族の時代 新潮選書
⼟居健郎 注釈「⽢え」の構造 弘⽂堂
⼟居健郎 表と裏 弘⽂堂
R.D.レイン ⾃⼰と他者 みすず書房
R.D.レイン ひき裂かれた⾃⼰ みすず書房
本村凡 家族診断論 誠信書房
⽵内均 ムー⼤陸から来た⽇本⼈ 徳間書店
ロジャー・フィッシャーハーバード流交渉術 TBSフリタニカ
E.H.エリクソン 幼児期と社会 みすず書房
吉井秀夫 古代朝鮮 墳墓にみる国家形成 京都⼤学各術出版会
ヴァン・デン・ベルク、⾜⽴叡、⽥中⼀彦疑わしき⺟性愛 川島書店
加藤正⽂ ⼯場は⽣きている かもがわ出版
⼩林康夫、船曳建夫知の論理 東京⼤学出版
⼩林康夫、船曳建夫知のモラル 東京⼤学出版
⿊⽥末寿 ⼈類進化再考 以⽂社
梅原猛 ⽇本⼈の魂 光⽂社
梅原猛 縄⽂⽂明の発⾒ PHP研究所
梅原猛 「森の思想」が⼈類を救う ⼩学館
フィリップ・K・ボック⼼理⼈類学 東京創元社
⼤森荘蔵 時間と存在 ⻘⼟社
堺屋太⼀ 組織の盛衰 PHP研究所
河合隼雄 ⽇本⼈とアイデンティティ 創元社
河合隼雄 ⼈間の由来（上） ⼩学館
河合隼雄 ⼈間の由来（下） ⼩学館
河合隼雄 カウンセリングの実際問題 誠信書房
河合隼雄 新しい教育と⽂化の探求 創元社
河合隼雄 ユング⼼理学⼊⾨ 培⾵館
神吉修⾝⽒（⾼7） 寄贈本 計２４１冊

井本史夫⽒（⾼16）寄贈本


