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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

007.1 LIFE3.0 マックス・テグマーク 紀伊國屋書店

007.3 新たなAI大国 オラフ・グロス 講談社

007.3 時間とテクノロジー 佐々木 俊尚 光文社

007.6 いちばんやさしい60代からのiPhone 11/11Pro/11Pro Max 増田 由紀 日経BP

014.3 IFLA図書館参照モデル Pat Riva 樹村房

019 池上彰と現代の名著を読む 池上 彰 筑摩書房

019.9 いつだって読むのは目の前の一冊なのだ 池澤 夏樹 作品社

021.2 標準著作権法 高林 龍 有斐閣

024.1 東京の美しい本屋さん 田村 美葉 エクスナレッジ

070.2 奇妙な瓦版の世界 森田 健司 青幻舎

100　哲 学

104 世界を知るための哲学的思考実験 岡本 裕一朗 朝日新聞出版

116.7 <現実>とは何か  (筑摩選書) 西郷 甲矢人 筑摩書房

121.6 西田幾多郎の哲学=絶対無の場所とは何か 中村 昇 講談社

141.5 「発想力」と「想像力」を磨く東大アイデア 西岡 壱誠 マガジンハウス

146.8 子育てに苦しむ母との心理臨床 大河原 美以 日本評論社

167.2 日本のイスラーム  (朝日選書) 小村 明子 朝日新聞出版

176.5 ニッポン神様ごはん 吉野 りり花 青弓社

198.2 「幸福」と「人生の意味」について 教皇フランシスコ KADOKAWA

200　歴史・地理

204 日々の子どもたち エドゥアルド・ガレアーノ 岩波書店

209.2 反穀物の人類史 ジェームズ・C.スコット みすず書房

209.5 21世紀の啓蒙 上、下 スティーブン・ピンカー 草思社

210.2 鏡の古代史  (角川選書) 辻田 淳一郎 KADOKAWA

210.3 人物でわかる日本書紀 古川 順弘 山川出版社

210.4 本能寺の変に謎はあるのか ? 渡邊 大門 晶文社

210.58 紀行  (秘蔵古写真) 日本カメラ博物館 山川出版社

210.75 女たちのシベリア抑留 小柳 ちひろ 文藝春秋

222 皇帝たちの中国史 宮脇 淳子 徳間書店

230.5 ウィーン包囲 菊池 良生 河出書房新社

232.8 絵で旅するローマ帝国時代のガリア ジェラール・クーロン マール社

234.07 東ドイツ史 ウルリヒ・メーラート 白水社

238.9 ヴァイキングの暮らしと文化 レジス・ボワイエ 白水社

289.1ｱｹﾁ 明智光秀の生涯  (歴史文化ライブラリー) 諏訪 勝則 吉川弘文館

289.1ﾅｶﾑ 無敗の男 常井 健一 文藝春秋

290.9 旅の断片 若菜 晃子 KTC中央出版

290.9 岩崎元郎の地球を遠足 岩崎 元郎 山と溪谷社

290.9 今、行きたい ! 世界の絶景大事典1000 朝日新聞出版 朝日新聞出版

293.4 ウィーン温故知新 志田 英泉子 春秋社

293.7 もうひとつのモンテレッジォの物語 内田 洋子 方丈社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

300　社会科学

302.3 池上彰の世界の見方 イギリスとEU 池上 彰 小学館

304ｶﾏﾀ 叛逆老人は死なず 鎌田 慧 岩波書店

312.1 野中広務権力闘争全史 大下 英治 エムディエヌコーポレーション

312.2 香港危機の深層 倉田 徹 東京外国語大学出版会

312.9 国際社会を支配する地政学の思考法 ペドロ・バーニョス 講談社

315.1 秘密資金の戦後政党史  (新潮選書) 名越 健郎 新潮社

319 外交戦 高橋 洋一 あさ出版

320 18歳までに知っておきたい法のはなし 神坪 浩喜 みらいパブリッシング

321.2 法思想史  (有斐閣アルマ Advanced) 中山 竜一 有斐閣

332.1 米中新冷戦のはざまで日本経済は必ず浮上する エミン・ユルマズ かや書房

333.8 SDGsとは何か ? 安藤 顯 三和書籍

336.5 文系AI人材になる 野口 竜司 東洋経済新報社

350.1 統計的な ? アンソニー・ルーベン すばる舎リンケージ

361.8 7つの階級 マイク・サヴィジ 東洋経済新報社

364.6 「国民年金」150%トコトン活用術  (DO BOOKS) 日向 咲嗣 同文舘出版

366.3 女性管理職1年目の教科書 野見山 玲子 日本経済新聞出版社

367.2 舌を抜かれる女たち メアリー・ビアード 晶文社

367.7 「最期まで自宅」で暮らす60代からの覚悟と準備 大久保 恭子 主婦の友社

369.2 いのちを選ばないで 藤井 克徳 大月書店

377.9 保護者に求められる就活支援  (就活BOOK 2021) 吉本 隆男 マイナビ出版

378 絵本でひらく心とことば 本と子どもの発達を考える会 かもがわ出版

379.9 わが子がギフティッドかもしれないと思ったら ジェームス・T.ウェブ 春秋社

379.9 自己肯定感を高める最強の子育て 大坪 信之 PHP研究所

382.1 モノのはじまりを知る事典 木村 茂光 吉川弘文館

400　自然科学

410 「数」はいかに世界を変えたか トム・ジャクソン 創元社

417 事例で学ぶ ! あたらしいデータサイエンスの教科書 岩崎 学 翔泳社

464.3 おしゃべりな糖  (岩波科学ライブラリー) 笠井 献一 岩波書店

481.3 眠れる美しい生き物 関口 雄祐 エクスナレッジ

489.9 心の進化を語ろう 松沢 哲郎 岩波書店

490.4 1日1ページ、読むだけで身につくからだの教養365 デイヴィッド・S.キダー 文響社

491.3 40人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた デイヴィッド・J.リンデン 河出書房新社

491.3 「人間とは何か」はすべて脳が教えてくれる カーヤ・ノーデンゲン 誠文堂新光社

493.4 B型肝炎被害とは何か 岡 多枝子 明石書店

493.7 ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川 和夫 KADOKAWA

494.5 知っておきたい「がん講座」 中川 恵一 日経サイエンス社

498.5 間食ダイエット 森 由香子 文藝春秋

498.9 女性の死に方 西尾 元 双葉社

499.8 身近な「くすり」歳時記 鈴木 昶 東京書籍

500　工学・家庭

521.5 江戸の間取り 安藤 優一郎 彩図社

523.1 安藤忠雄建築を生きる 三宅 理一 みすず書房

538 空飛ぶクルマのしくみ 中野 冠 日刊工業新聞社

565.1 貴金属の知られざる科学  (SUPERサイエンス) 齋藤 勝裕 シーアンドアール研究所

578.2 トコトンやさしいゴム材料の本 伊藤 眞義 日刊工業新聞社

588.5 発酵はおいしい ! ferment books パイインターナショナル

590 ためこまない暮らし 中山 あいこ エムディエヌコーポレーション

593.3 心地いいAyaの大人服 小原 洋子 文化学園文化出版局

- 2 -



 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

593.8 原由美子のきもの上手  (madame FIGARO Books) 原 由美子 CCCメディアハウス

594.3 I PLAY KNIT  (hobonichi books) 三國 万里子 ほぼ日

594.3 ○と□2つの基本形でつくるこどものニット小物 吉村 雅衣 家の光協会

594.9 水引で結ぶ二十四節気の飾り 田中 杏奈 日東書院本社

596ｳｴﾀ 父と母へのごはん便 上田 淳子 文化学園文化出版局

596ﾃﾗﾀ 寺田本家発酵カフェの甘酒・塩麴・酒粕ベストレシピ 寺田 聡美 家の光協会

596.4 おもてなしが疲れる 本多 理恵子 平凡社

596.6 リンツのチョコレートと55のレシピ Lindt 誠文堂新光社

599.3 フリージングで作りおき離乳食 松尾 みゆき 新星出版社

600　産 業

611.9 中年女子、ひとりで移住してみました 鈴木 みき 平凡社

616.2 安心イネつくり 山口 正篤 農山漁村文化協会

619 Q&Aでよくわかる知識ゼロからの農産加工入門 尾崎 正利 家の光協会

627.8 小林國雄のイチから教える盆栽 小林 國雄 西東社

645.6 獣医師が考案した長生き犬ごはん 林 美彩 世界文化社

645.6 犬のための家庭の医学 野澤 延行 山と溪谷社

648.2 クリーンミート ポール・シャピロ 日経BP

674.3 大人女子デザイン ingectar‐e 翔泳社

699.06 二重らせん 中川 一徳 講談社

699.3 あの日を刻むマイク 武井 照子 集英社

700　芸術・体育

707.9 初老耽美派よろめき美術鑑賞術 高橋 明也 毎日新聞出版

721.9 はたらく浮世絵 橋爪 節也 青幻舎

723.05 名画の中の恋人たち 永井 龍之介 池田書店

726.9 色紙で楽しむ蒼山日菜の美しいレース切り絵 蒼山 日菜 エムディエヌコーポレーション

728.2 京都名筆散歩 中村 史朗 淡交社

749.2 印刷・紙づくりを支えてきた34人の名工の肖像 雪 朱里 グラフィック社

751.4 樹脂粘土でつくるかわいいミニチュアサンドイッチ 関口 真優 河出書房新社

761.2 究極の楽典 青島 広志 全音楽譜出版社

762.1 いつのまにか、ギターと 村治 佳織 主婦と生活社

775.4 タカラヅカの解剖図鑑 中本 千晶 エクスナレッジ

778.2 不良役者 梅宮 辰夫 双葉社

778.2 『男はつらいよ』50年をたどる。 都築 政昭 ポプラ社

779.1 どこからお話ししましょうか 柳家 小三治 岩波書店

779.9 芸人と影  (小学館新書) ビートたけし 小学館

780.2 鉄人の思考法 二宮 寿朗 集英社

783.7 魂問答 清原 和博 光文社

792 香木三昧 山田 眞裕 淡交社

800  語 学

807 総理通訳の外国語勉強法  (講談社現代新書) 中川 浩一 講談社

810.7 おなかぺこぺこオノマトペ きの とりこ 千倉書房

813.1 『広辞苑』をよむ  (岩波新書) 今野 真二 岩波書店

814.7 <図解>まるわかり時事用語 2020→2021年版 ニュース・リテラシー研究所 新星出版社

900　文 学

(日本文学)

911.3 美しい「歳時記」の植物図鑑
『美しい「歳時記」の
植物図鑑』編集委員会

山川出版社

911.58 歌声は贈りもの 白井 明大 福音館書店

913.2 出雲神話論 三浦 佑之 講談社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

913.6ｱｶﾏ 女童(めのわらわ) 赤松 利市 光文社

913.6ｲｼﾀ 清く貧しく美しく 石田 衣良 新潮社

913.6ｳｻﾐ 黒鳥の湖 宇佐美 まこと 祥伝社

913.6ｳﾀﾀ 紙鑑定士の事件ファイル 歌田 年 宝島社

913.6ｵｻｷ 竜になれ、馬になれ 尾崎 英子 光文社

913.6ｶﾐｽ ママ 神津 凛子 講談社

913.6ｶﾜﾊ 風に乗って、跳べ 川端 裕人 朝日学生新聞社

913.6ｷﾀﾉ 首 北野 武 KADOKAWA

913.6ｸｻｶ オカシナ記念病院 久坂部 羊 KADOKAWA

913.6ｸﾛﾀ 家族パズル 黒田 研二 講談社

913.6ｺｸﾚ タイガー理髪店心中 小暮 夕紀子 朝日新聞出版

913.6ｺﾉｴ 武士道 鍋島直茂 近衛 龍春 実業之日本社

913.6ｻｻｷ 抵抗都市 佐々木 譲 集英社

913.6ｻﾉ GAP 佐野 晶 小学館

913.6ｼｵﾐ 君はきっとまだ知らない 汐見 夏衛 スターツ出版

913.6ｼﾗｲ 母さんは料理がへたすぎる 白石 睦月 ポプラ社

913.6ｽｽｶ ブラック・マリア 鈴川 紗以 幻冬舎

913.6ﾀﾃｸ 蟻たちの矜持 建倉 圭介 光文社

913.6ﾂｼﾊ 卍どもえ 辻原 登 中央公論新社

913.6ﾄｳﾊ インタビューズ 堂場 瞬一 河出書房新社

913.6ﾅｶｵ 風間教場 長岡 弘樹 小学館

913.6ﾅｶｵ 小説「安楽死特区」 長尾 和宏 ブックマン社

913.6ﾅｶﾔ 騒がしい楽園 中山 七里 朝日新聞出版

913.6ﾆｼﾑ 瓦礫の死角 西村 賢太 講談社

913.6ﾉﾘｽ 赤い部屋異聞 法月 綸太郎 KADOKAWA

913.6ﾊﾗ 春とび娘  (ヤッさん 5) 原 宏一 双葉社

913.6ﾌｼﾉ 涙をなくした君に 藤野 恵美 新潮社

913.6ﾌﾙｲ 奈落 古市 憲寿 新潮社

913.6ﾏｽﾔ 甘夏とオリオン 増山 実 KADOKAWA

913.6ﾐﾈｻ 地棲魚 嶺里 俊介 光文社

913.6ﾑｶｲ 二人の怪物 向谷 匡史 青志社

913.6ﾓﾘ できない相談 森 絵都 筑摩書房

913.6ﾔﾏｻ リボンの男 山崎 ナオコーラ 河出書房新社

913.6ﾖｼﾑ 出来事 吉村 萬壱 鳥影社

914.6ｱｶﾜ 老人初心者の覚悟 阿川 佐和子 中央公論新社

914.6ｲｼﾀ 窓辺のこと 石田 千 港の人

914.6ｲｿｻ 金太郎飴 磯崎 憲一郎 河出書房新社

914.6ｷﾀｶ 息子たちよ 北上 次郎 早川書房

914.6ｼｴﾝ これでもいいのだ ジェーン・スー 中央公論新社

914.6ﾉｳﾏ 結婚の奴 能町 みね子 平凡社

914.6ﾌｼﾑ 笑ってる場合かヒゲ 1 藤村 忠寿 朝日新聞出版

914.6ﾑﾛｲ この国は、変われないの ? 室井 佑月 新日本出版社

（外国文学）

924.7 永遠の時の流れに 龍 應台 集広舎

933.7ｵｽﾎ ただの眠りを  (HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS) ローレンス・オズボーン 早川書房

933.7ｹｱﾘ おちび エドワード・ケアリー 東京創元社

933.7ｺﾂﾌ ある醜聞(スキャンダル)  (論創海外ミステリ) ベルトン・コッブ 論創社

933.7ｺﾍﾂ くたばれインターネット  (ele‐king books) ジャレット・コベック Pヴァイン

933.7ｽﾜｲ 魔法のサーカスと奇跡の本 エリカ・スワイラー 東京創元社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

933.7ｿﾝﾀ 十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ 河出書房新社

933.7ﾊﾐﾂ 西への出口  (CREST BOOKS) モーシン・ハミッド 新潮社

933.7ﾌﾗｳ フレドリック・ブラウンSF短編全集 2 フレドリック・ブラウン 東京創元社

933.7ﾗﾝｾ ジャパンタウン バリー・ランセット ホーム社

934.7ﾒｲﾙ 南仏プロヴァンスの25年 ピーター・メイル 河出書房新社

973 失われた女の子  (ナポリの物語 4) エレナ・フェッランテ 早川書房

983 はじめに財布が消えた…  (群像社ライブラリー) 群像社

【参考図書】

288.4 皇室事典 皇室事典編集委員会 KADOKAWA

290.3 今がわかる時代がわかる世界地図 2020年版  (SEIBIDO MOOK) 成美堂出版編集部 成美堂出版

291.03 今がわかる時代がわかる日本地図 2020年版  (SEIBIDO MOOK) 成美堂出版編集部 成美堂出版

317.2 職員録 令和元年版上、下 国立印刷局 国立印刷局

326.3 犯罪白書 令和元年版 法務省法務総合研究所 昭和情報プロセス

337.2 日本貨幣カタログ 2020 日本貨幣商協同組合 日本貨幣商協同組合

364.3 社会保険労務六法 令和2年版第1分冊、第2分冊 全国社会保険労務士会連合会 中央経済社

481.3 生き物と音の事典 生物音響学会 朝倉書店

485.3 日本産淡水性・汽水性エビ・カニ図鑑 豊田 幸詞 緑書房

705.9 美術年鑑 2020 美術年鑑編集部 美術年鑑社

813.1 岩波国語辞典 西尾 実 岩波書店

909.03 日本児童文学文献目録 2000-2019 遠藤 純 日外アソシエーツ

(郷土資料)

K314 千葉県定例県議会会議録 令和元年９月召集 第１号ー第９号 千葉県議会事務局

K344 流山市歳入歳出決算書 平成３０年度 流山市財政部財政調整課

K370 千葉県教育便覧 令和元年度
千葉県教育庁企画
管理部教育政策課

ハシダテ

K911 軸  第５３巻 平成３１(令和元)年 軸俳句会

【児童図書】

010 戦場の秘密図書館 マイク・トムソン 文溪堂

017 図書委員アイデアブック 吉岡 裕子 あかね書房

209 歴史のなかの子どもたち フィリップ・ウィルキンソン 岩崎書店

210 元号ってなんだろう  (調べる学習百科) おおつか のりこ 岩崎書店

288 国旗大図鑑 苅安 望 岩崎書店

289ｺﾝ 憎しみを乗り越えて 佐藤 真澄 汐文社

317 消防署図鑑 梅澤 真一 金の星社

333 国谷裕子とチャレンジ ! 未来のためのSDGs 3、4 国谷 裕子 文溪堂

361 フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ 森 達也 ミツイパブリッシング

369 あったらいいな、こんな義足 斎藤 多加子 汐文社

369 百年後を生きる子どもたちへ  (それでも「ふるさと」) 豊田 直巳 農山漁村文化協会

377 ノーベル賞とアルフレッド・ノーベル  (調べる学習百科) こどもくらぶ 岩崎書店

377 これがきっかけ ! ノーベル賞ずかん  (見る知る考えるずかん) 高柳 雄一 ほるぷ出版

383 日本のごはん  (絵本世界の食事 25) 銀城 康子 農山漁村文化協会

386 日本全国祭りと行事図鑑 スタジオタッククリエイティブ

407 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 4 少年写真新聞社

444 太陽とかげ  (太陽のひみつシリーズ) 藤井 旭 ほるぷ出版

453 地図で見る日本の地震 山川 徹 偕成社

460 校庭のかんさつ 林 将之 ほるぷ出版

481 たまごの図鑑 大木 邦彦 あかね書房

489 パンダのあかちゃん  (おおきなかがく) ひさかたチャイルド

491 ウンコロジー入門 伊沢 正名 偕成社

498 いのちを救う災害時医療  (14歳の世渡り術) 森村 尚登 河出書房新社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

518 ごみから考えるSDGs  (楽しい調べ学習シリーズ) 織 朱實 PHP研究所

519 地球が危ない ! プラスチックごみ 2 幸運社 汐文社

590 今日からやろうお手伝いはわたしの仕事 1 寺西 恵里子 汐文社

611 「いただきます」を考える  (ちしきのもり) 生源寺 眞一 少年写真新聞社

645 はたらく犬たち 1 アルバ 金の星社

659 自分の力で肉を獲る 千松 信也 旬報社

780 オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー 1 スポーツデザイン研究所 汐文社

789 嘉納治五郎物語  (PHP心のノンフィクション) 真田 久 PHP研究所

913ｵｵ ぼくたちのだんご山会議 おおぎやなぎ ちか 汐文社

913ﾑﾗ
みけねえちゃんにいうてみな モフモフさいこう !
                                (みけねえちゃんにいうてみな 2)

村上 しいこ 理論社

913ﾓｲ 魔法のたいこと金の針 茂市 久美子 あかね書房

913ﾔﾏ がっこうかっぱのおひっこし 山本 悦子 童心社

913ﾜﾀ 天邪鬼な皇子と唐の黒猫  (TEENS'ENTERTAINMENT) 渡辺 仙州 ポプラ社

933ｼﾔ ねこと王さま ニック・シャラット 徳間書店

933ﾃｲ オリバー・ツイスト 上、下 チャールズ・ディケンズ 偕成社

933ﾊﾄ きれいずきのマグスおばさん  (こころのほんばこシリーズ) イーディス・サッチャー・ハード 大日本図書

933ﾌﾗ アラルエン戦記 14 ジョン・フラナガン 岩崎書店

933ﾒﾃ スアレス一家は、今日もにぎやか メグ・メディナ あすなろ書房

933 アーサー王の世界 5 斉藤 洋 静山社

953ｴﾒ 壁抜け男  (世界ショートセレクション 13) マルセル・エーメ 理論社

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｽ いろいろいろんなからだのほん ロス・アスクィス 少年写真新聞社

Eｱﾍ ちび竜 あべ 弘士 童心社

Eｲﾄ おいかけっこのひみつ  (いとうひろしの本 18) いとう ひろし ポプラ社

Eｵﾚ ちいさなタグボートのバラード イーゴリ・オレイニコフ 東京外国語大学出版会

Eｸｳ いろがみえるのはどうして ? ユリヤ・グウィリム 小学館

Eｺﾆ のりまき  (幼児絵本シリーズ) 小西 英子 福音館書店

Eｻｲ かえるの天神さん  (日本傑作絵本シリーズ) 斎藤 隆夫 福音館書店

Eｻｻ ねこなんていなきゃよかった  (童心社のおはなしえほん) ささめや ゆき 童心社

Eｻｻ 10にんのせんにん 佐々木 マキ フレーベル館

Eｼｽ ロビンソン ピーター・シス 偕成社

Eｼﾓ 死んだかいぞく  (ポプラ社の絵本) 下田 昌克 ポプラ社

Eｼﾖ しろくまきょうだいのセイウチまつり 庄野 ナホコ 小学館

Eｽｽ チンチラカと大男 スズキ コージ BL出版

Eｽﾄ あなたがおおきくなるひまで ナオコ・ストゥープ 岩崎書店

Eｿﾗ パンダ星 そら 学研プラス

Eﾀｶ パンダしりとりコアラしりとり  (ポプラ社の絵本) 高畠 純 ポプラ社

Eﾀｶ ウォッシュバーンさんがいえからでない13のりゆう 高畠 那生 文溪堂

Eﾀｹ ゆきのけっしょう 武田 康男 岩崎書店

Eﾀﾅ くじらすくい たなか やすひろ BL出版

Eﾃﾕ みずたまり ロジャー・デュボアザン 好学社

Eﾄﾂ いっぴきぐらしのジュリアン ジョー・トッド‐スタントン 岩崎書店

Eﾄﾗ チョコレート・ウォーズ エリス・ドラン 光村教育図書

Eﾅｶ おにぎりをつくる 長野 陽一 ブロンズ新社

Eﾋﾛ こねこがにゃあ  (0.1.2.えほん) ひろの たかこ 福音館書店

Eﾌｶ ちいさなはなよめぎょうれつ 布川 愛子 偕成社

Eﾌﾗ ブラウンぼうやのとびきりさいこうのひ アンドレ・フランソワ ロクリン社

Eﾏﾃ 世界中からたっくさん ! マーク・マーティン 偕成社

Eﾏﾙ おまつりをたのしんだおつきさま レオビヒルド・マルティネス のら書店

Eﾒﾅ いっぽんのせんとマヌエル ピクニックのひ パト・メナ 偕成社
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