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【一般図書】

000　総 記
007.1 AIエンジニアを目指す人のための機械学習入門 清水 琢也 技術評論社

007.6 作って学ぶAndroidアプリ開発 有山 圭二 技術評論社

010.4 図書館・図書館学の発展 『図書館界』編集委員会 日本図書館研究会

019.5 東大脳を育てる!読み聞かせ絵本100 佐藤 亮子 玄光社

100　哲 学

104 哲学とは何か  (NHKブックス) 竹田 青嗣 NHK出版

104 哲学のやさしく正しい使い方 フレデリック・ルノワール 中央公論新社

114.2 いま死の意味とは トニー・ウォルター 岩波書店

140 1日でわかる心理学 ジョエル・レビー ニュートンプレス

141.9 外見だけで人を判断する技術 渋谷 昌三 新講社

156.4 武士の家訓 城島 明彦 カンゼン

162.1 梅棹忠夫の「日本人の宗教」 梅棹 忠夫 淡交社

164 世界の神話伝説図鑑 フィリップ・ウィルキンソン 原書房

180.4 仏教の智慧が学べる日々のことば 枡野 俊明 河出書房新社

198.2 法王フランシスコの「核なき世界」 津村 一史 dZERO

200　歴史・地理
201 歴史学の思考法 東京大学教養学部歴史学部会 岩波書店

209 「決戦」の世界史 ジェフリー・リーガン 原書房

210.4 水軍と海賊の戦国史  (中世から近世へ) 小川 雄 平凡社

210.4 中世考古<やきもの>ガイドブック 浅野 晴樹 新泉社

210.58 徳川の幕末  (筑摩選書) 松浦 玲 筑摩書房

220 シルクロード悠久の天地 山田 勝久 笠間書院

234.07 独裁者ヒトラーの時代を生きる 大島 隆之 集英社

281.04 インタビューというより、おしゃべり。 奥野 武範 星海社

289.1ﾖｼﾀ 吉田茂  (朝日選書) 保阪 正康 朝日新聞出版

289.3ﾀﾌﾏ ハリエット・タブマン 篠森 ゆりこ 法政大学出版局

291.04 謎解き日本列島 宇田川 勝司 ベレ出版

291.3 もっともっとゆる山歩き 西野 淑子 東京新聞

292.9 はじめて旅するジョージア Sanna 辰巳出版

295.3 地図で読むアメリカ ジェームス・M.バーダマン 朝日新聞出版

300　社会科学
302.3 地図で見るイタリアハンドブック オーレリアン・デルピルー 原書房

304ﾆﾜ 丹羽宇一郎 令和日本の大問題 丹羽 宇一郎 東洋経済新報社

304ﾋﾔｸ 危うい国・日本 百田 尚樹 ワック

309.02 ルポつながりの経済を創る 工藤 律子 岩波書店

311.8 ファシズムの教室 田野 大輔 大月書店

312.3 北欧の幸せな社会のつくり方 あぶみ あさき かもがわ出版

316.8 アメリカ白人が少数派になる日 矢部 武 かもがわ出版

324.7 55歳になったら遺言を書きなさい 井口 麻里子 あさ出版

326.3 犯罪者の心のなかでは何が起きているのか ケリー・デインズ 青土社

327.6 裁判員制度の10年  (FOCUS ON) 牧野 茂 日本評論社

331 データで見る行動経済学 キャス・サンスティーン 日経BP
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編　著　者　等 出  版  社

332.1 平成の経済政策はどう決められたか  (中公選書) 土居 丈朗 中央公論新社

332.2 日本人とインド人 グルチャラン・ダス プレジデント社

335.3 よくわかる中小企業 関 智宏 ミネルヴァ書房

336.1 戦略の創造学 山脇 秀樹 東洋経済新報社

365.04 コンビニ断ち脱スマホ 黒沢 大陸 コモンズ

366.2 会社を変える障害者雇用 紺野 大輝 新泉社

366.9 過労事故死 川岸 卓哉 旬報社

367.1 新たな時代のジェンダー・イシュー 信田 理奈 三恵社

369.4 大人になる・社会をつくる  (シリーズ子どもの貧困) 杉田 真衣 明石書店

370.4 10代からの批判的思考 名嶋 義直 明石書店

371 絵で読む教育学入門 広岡 義之 ミネルヴァ書房

375.3 おもしろ「地図」授業スキル60 寺本 潔 明治図書出版

379.9 21世紀の「女の子」の親たちへ おおた としまさ 祥伝社

383.8 蓼食う人々 遠藤 ケイ 山と溪谷社

391.6 スパイ関三次郎事件 佐藤 哲朗 河出書房新社

400　自然科学
410.2 数学大百科 ジョエル・レビー ニュートンプレス

435.6 交響曲第6番「炭素物語」 ロバート・M.ヘイゼン 化学同人

443.5 90分でブラックホールがわかる本 福江 純 大和書房

455.8 大陸と海洋の起源  (ブルーバックス) アルフレッド・ウェゲナー 講談社

470 花美  (Graphic voyage) 江見 敏宏 技術評論社

476.03 くらべてわかるシダ 桶川 修 山と溪谷社

481.7 言葉を使う動物たち エヴァ・メイヤー 柏書房

486 ビジュアル世界一の昆虫   リチャード・ジョーンズ 日経ナショナルジオグラフィック社

486.7 外来アリのはなし 橋本 佳明 朝倉書店

488.2 オーデュボンの鳥 ジョン・ジェームズ・オーデュボン 新評論

489.5 ツキノワグマのすべて 小池 伸介 文一総合出版

491.3 人体は流転する ギャヴィン・フランシス みすず書房

493.9 子どものうつがわかる本  (育ちあう子育ての本) 下山 晴彦 主婦の友社

498.5 身近に潜む食卓の危険物  (SUPERサイエンス) 齋藤 勝裕 シーアンドアール研究所

500　工学・家庭

504
いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、
3Dプリンターで臓器が作れるんだい!?

ケリー・ウィーナースミス 化学同人

507 理工系大学でどう学ぶ? 広石 英記 東京電機大学出版局

507.2 特許法・著作権法 小泉 直樹 有斐閣

519 13歳からの環境問題 志葉 玲 かもがわ出版

519.4 追いつめられる海  (岩波科学ライブラリー) 井田 徹治 岩波書店

523.1 建築の東京 五十嵐 太郎 みすず書房

533.8 トコトンやさしい冷凍空調技術の本 日本冷凍空調学会 日刊工業新聞社

547.4 絵でわかるネットワーク  (絵でわかるシリーズ) 岡嶋 裕史 講談社

588.5 世界お酒MAPS ジュール・ゴベール=テュルパン グラフィック社

591 年をとっても困らないお金のチカラUP術 竹本 隆之 海竜社

593.3 大人だから、甘い服 香田 あおい 文化学園文化出版局

594.7 かたちがたのしいポーチの本 細尾 典子 ブティック社

595.4 ネイル大全 小笠原 弥生 成美堂出版

595.5 化粧劇場 イガリ シノブ 池田書店

595.5 10秒で顔が引き上がる奇跡の頭ほぐし 村木 宏衣 主婦の友社

596ﾌｼｲ 藤井恵繰り返し作りたい定番料理 藤井 恵 主婦の友社

596.3 and CURRYの野菜が主役季節のカレー 阿部 由希奈 世界文化社

596.7 喫茶(カフェ)チェーン観察帖(ノート) 飯塚 めり カンゼン
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600　産 業

626 育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。 玉置 標本 家の光協会

627 花屋さんに並ぶ植物がよくわかる「花」の便利帖 深野 俊幸 KADOKAWA

629.7 素敵に彩る小さな庭づくり E&Gアカデミー 西東社

646.8 老鳥との暮らしかた 細川 博昭 誠文堂新光社

648.1 牛乳をめぐる10の神話 エリーズ・ドゥソルニエ 緑風出版

653.2 神木探偵 本田 不二雄 駒草出版

674.3 売れるコピーライティング単語帖 神田 昌典 SBクリエイティブ

686.5 きっぷのルールハンドブック 土屋 武之 実業之日本社

693.8 さくら日本切手カタログ 2021年版 日本郵趣協会

700　芸術・体育
702.07 ストリートの美術  (講談社選書メチエ) 大山 エンリコイサム 講談社

707.7 もっと知りたいバウハウス 杣田 佳穂 東京美術

718 京都・奈良のお寺で仏像に会いましょう 福岡 秀樹 メイツユニバーサルコンテンツ

723.1 熊谷守一わたしはわたし 熊谷 守一 求龍堂

723.3 図説モネ「睡蓮」の世界 安井 裕雄 創元社

725 クイックポーズデッサン エリン・ミーズ グラフィック社

726.1 萩尾望都作画のひみつ  (とんぼの本) 萩尾 望都 新潮社

726.1 図解マーベル ヴィルジル・イスカン 講談社

727 ニッポンの型紙図鑑 加茂 瑞穂 青幻舎

750 あかりの学校 橋田 裕司 マール社

754.9 人生を彩る文様 トト アキヒコ 講談社

757.3 時代別日本の配色事典 城 一夫 パイインターナショナル

762.3 ベートーヴェンの愛弟子 かげはら 史帆 春秋社

775.4 『ミス・サイゴン』の世界 麻生 享志 小鳥遊書房

778.2 キネマの玉手箱 大林 宣彦 ユニコ舎

778.2 三國連太郎、彷徨う魂へ 宇都宮 直子 文藝春秋

778.2 凛凛チャップリン 伊藤 千尋 新日本出版社

778.2 希林のコトダマ 椎根 和 芸術新聞社

780.1 アスリートのための朝食術 田口 素子 女子栄養大学出版部

780.6 1964年の東京パラリンピック 佐藤 次郎 紀伊國屋書店

780.6 五輪と戦後 吉見 俊哉 河出書房新社

788.1 わが子の心と体を強くする、人生に「勝つ」食事力 山田 道紀 主婦と生活社

789 ブラジリアン柔術必勝!戦術バイブル  (コツがわかる本) 早川 光由 メイツユニバーサルコンテンツ

792.02 香道の文化史  (歴史文化ライブラリー) 本間 洋子 吉川弘文館

796.02 一門 神田 憲行 朝日新聞出版

800  語 学

809.4 短いスピーチあいさつ実例大事典 主婦の友社 主婦の友社

810 やさしい日本語のしくみ 庵 功雄 くろしお出版

812 刀と日本語 調所 一郎 里文出版

830 英語とつきあうための50の問い 杉野 俊子 明石書店

833 ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険 コーリー・スタンパー 左右社

900　文 学
(日本文学)

910.2ﾅﾂﾒ 漱石深読 小森 陽一 翰林書房

910.2ﾐﾔｻ 宮沢賢治論 中村 稔 青土社

911.36ｵｽ 小津安二郎の俳句 松岡 ひでたか 河出書房新社

911.56ｵｻﾀ 誰も気づかなかった 長田 弘 みすず書房

913.6ｱｶｶ 立花三将伝 赤神 諒 講談社
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913.6ｱｻｲ 輪舞曲(ロンド) 朝井 まかて 新潮社

913.6ｱﾂｶ 透明人間は密室に潜む 阿津川 辰海 光文社

913.6ｱﾋｺ 修羅の家 我孫子 武丸 講談社

913.6ｱﾍ 迷宮の月 安部 龍太郎 新潮社

913.6ｱﾘｽ 濱地健三郎の幽(かくれ)たる事件簿 有栖川 有栖 KADOKAWA

913.6ｲｻｶ 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎 集英社

913.6ｲｼｲ 赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井 光太 小学館

913.6ｲｼﾀ うめももさくら 石田 香織 朝日新聞出版

913.6ｲﾏﾑ 木になった亜沙 今村 夏子 文藝春秋

913.6ｵﾉ ピュア 小野 美由紀 早川書房

913.6ｶﾀｵ コミックス作家川村リリカ 片岡 義男 中央公論新社

913.6ｺｲｽ 食いしん坊発明家 小泉 武夫 新潮社

913.6ｺｳﾍ 恋とポテトと夏休み  (Eバーガー) 神戸 遙真 講談社

913.6ｺｾｷ 君はるか 古関 正裕 集英社インターナショナル

913.6ｺﾄｺ ビルマに見た夢 古処 誠二 双葉社

913.6ｺﾝﾉ 焦眉  (警視庁強行犯係・樋口顕) 今野 敏 幻冬舎

913.6ｻｲﾄ 川へ 斎藤 よし子 鳥影社

913.6ｻｶﾓ 幻のオリンピアン 酒本 歩 光文社

913.6ｻﾜﾀ 駆け入りの寺 澤田 瞳子 文藝春秋

913.6ｼﾉﾀ 恋愛未満 篠田 節子 光文社

913.6ｼﾏﾀ スノードロップ 島田 雅彦 新潮社

913.6ｼﾓﾑ 法の雨 下村 敦史 徳間書店

913.6ｼﾖｳ イエロー・サブマリン  (東京バンドワゴン) 小路 幸也 集英社

913.6ﾀｶﾐ 秘める恋、守る愛 高見澤 俊彦 文藝春秋

913.6ﾀﾅｶ あとを継ぐひと 田中 兆子 光文社

913.6ﾂｷﾑ 暗鬼夜行 月村 了衛 毎日新聞出版

913.6ﾂｼﾄ あの日の交換日記 辻堂 ゆめ 中央公論新社

913.6ﾄｳﾊ 空の声 堂場 瞬一 文藝春秋

913.6ﾄｵﾀ 銀花の蔵 遠田 潤子 新潮社

913.6ﾅｶﾑ 逃亡者 中村 文則 幻冬舎

913.6ﾅｶﾔ 合唱 中山 七里 宝島社

913.6ﾉｻｷ タイタン 野崎 まど 講談社

913.6ﾊｾ 四神の旗 馳 星周 中央公論新社

913.6ﾋﾗﾇ いきるりすく 平沼 正樹 産業編集センター

913.6ﾌﾙｶ おおきな森 古川 日出男 講談社

913.6ﾏﾁﾀ 52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社

913.6ﾏﾂｲ 江戸の夢びらき 松井 今朝子 文藝春秋

913.6ﾑﾗﾔ 心にいつも猫をかかえて 村山 早紀 エクスナレッジ

913.6ﾑﾗﾔ 魔女たちは眠りを守る 村山 早紀 KADOKAWA

913.6ﾓﾘﾔ 約束の小説 森谷 祐二 原書房

913.6ﾔｸﾏ 告解 薬丸 岳 講談社

913.6ﾔﾏｼ クロス 山下 紘加 河出書房新社

913.6ﾕｷﾉ 永遠の夏をあとに 雪乃 紗衣 東京創元社

914.6ｲﾄｳ 道行きや 伊藤 比呂美 新潮社

914.6ｲﾉｳ 社会とことば  (井上ひさし発掘エッセイ・セレクション) 井上 ひさし 岩波書店

914.6ｵｶ 広告と超私的スポーツ噺 岡 康道 玄光社

914.6ｵﾀｼ 小田嶋隆のコラムの切り口 小田嶋 隆 ミシマ社

914.6ｶﾈﾊ パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原 ひとみ ホーム社

914.6ｹﾝﾕ なりゆきを生きる 玄侑 宗久 筑摩書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編　著　者　等 出  版  社

914.6ｺｳｶ 鴻上尚史のもっとほがらか人生相談 鴻上 尚史 朝日新聞出版

914.6ｺﾊﾔ また、本音を申せば 小林 信彦 文藝春秋

914.6ｺﾊﾔ 故郷喪失の時代 小林 敏明 文藝春秋

914.6ｻﾀ さだの辞書 さだ まさし 岩波書店

914.6ｻﾜｷ 沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く> 沢木 耕太郎 岩波書店

914.6ﾀｶﾊ 五月の読書 高橋 英夫 岩波書店

914.6ﾀｶﾐ 高峰秀子の反骨 高峰 秀子 河出書房新社

914.6ﾊﾔｼ おこりんぼう 林 望 春陽堂書店

914.6ﾋﾗｶ 見えないものとの対話 平川 克美 大和書房

914.6ﾑﾗｶ 猫を棄てる 村上 春樹 文藝春秋

915.6ｶｹﾊ サガレン 梯 久美子 KADOKAWA

915.6ｻﾜｷ 旅のつばくろ 沢木 耕太郎 新潮社

916ｷﾍ 夢に住む人 木部 克彦 言視舎

（外国文学）

929.1 わたしに無害なひと  (となりの国のものがたり) チェ ウニョン 亜紀書房

933.6 死の濃霧  (論創海外ミステリ) 論創社

933.7ｱﾝﾀ 空のあらゆる鳥を  (創元海外SF叢書) チャーリー・ジェーン・アンダーズ 東京創元社

933.7ｴｲｷ 月のケーキ ジョーン・エイキン 東京創元社

933.7ｸﾂﾂ イエスの学校時代 J.M.クッツェー 早川書房

933.7ｼﾙﾊ 過去からの密使  (ハーパーBOOKS) ダニエル・シルヴァ ハーパーコリンズ・ジャパン

933.7ﾌﾚｽ あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット 東京創元社

933.7ﾏﾂｼ ボンベイ、マラバー・ヒルの未亡人たち  (小学館文庫) スジャータ・マッシー 小学館

936ｸｵ パトリックと本を読む ミシェル・クオ 白水社

943.7 オルガ  (CREST BOOKS) ベルンハルト・シュリンク 新潮社

953.7ｼｵﾉ 二番草 ジャン・ジオノ 彩流社

953.7 ドイツ人の村  (叢書《エル・アトラス》) ブアレム・サンサール 水声社

973 私たちの生涯の最良の時 アントーニオ・スクラーティ 青土社

【参考図書】

031 ブリタニカ国際年鑑 2020 ブリタニカ・ジャパン

333.6 世界経済の潮流 2019年2 内閣府政策統括官 日経印刷

333.8 開発協力白書 2019年版 外務省 日経印刷

349.02 地方財政白書 令和2年版 総務省 日経印刷

(郷土資料)

K291 ゼンリン住宅地図千葉県流山市 ゼンリン

K317 消防年報 令和元年度 消防本部消防総務課 流山市

K332 ちば経済白書 ２０１９ ひまわりベンチャー育成基金

K379 子どもをみんなで育む計画 第２期 流山市役所

K748 おおたかの森かるたをつくろう 流山市おおたかの森センター 流山市おおたかの森センター

【児童図書】

210 明日の防災に活かす災害の歴史 1～5 伊藤 和明 小峰書店

291 ポプラディアプラス日本の地理 1～7 ポプラ社

318 調べよう!わたしたちのまちの施設 1～7 新宅 直人 小峰書店

361 あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。 吉田 尚記 河出書房新社

366 10代のための資格・検定 大泉書店編集部 大泉書店

366 キャリア教育に活きる!仕事ファイル 21～27 小峰書店編集部 小峰書店

375 僕たちの部活動改革 神谷 拓 かもがわ出版

520 絵でわかる建物の歴史 エドゥアルド・アルタルリバ エクスナレッジ

596 料理はすごい! 柴田書店 柴田書店

682 歴史と文化を訪ねる日本の古道・五街道 1～3 教育画劇
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編　著　者　等 出  版  社

911.5ｵｻ 風のことば空のことば 長田 弘 講談社

913ｱﾝ コットンのティータイム  (なんでも魔女商会) あんびる やすこ 岩崎書店

913ｲﾄ ごきげんな毎日  (文研ブックランド) いとう みく 文研出版

913ｶｼ ぼくと母さんのキャラバン  (講談社・文学の扉) 柏葉 幸子 講談社

913ｶﾝ ソラタとヒナタ  (わくわくライブラリー) かんの ゆうこ 講談社

913ｽｷ まちがいなく名探偵 杉山 亮 偕成社

913ﾄﾐ ゆりの木荘の子どもたち  (わくわくライブラリー) 富安 陽子 講談社

913ﾋｺ レッツはおなか ひこ・田中 講談社

913ﾋﾛ かみさまのベビーシッター 廣嶋 玲子 理論社

913ﾎﾘ ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん  (本はともだち) 堀 直子 ポプラ社

923ﾂｱ 樹上の葉 樹上の花  (中国少年文学館) 曹 文軒 樹立社

933ｳﾏ エルシーと魔法の一週間 ケイ・ウマンスキー 評論社

933ｸﾚ 父さんが帰らない町で キース・グレイ 徳間書店

933ｻｲ 囚われのアマル アイシャ・サイード さ・え・ら書房

933ﾎｲ 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン あすなろ書房

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｶ うりこひめとあまんじゃく 赤羽 末吉 BL出版

Eｲﾇ とうさんのてじな  (チューリップえほんシリーズ) いぬんこ 鈴木出版

Eｲﾓ おばあちゃんもこどもです いもと ようこ 金の星社

Eｴﾑ しゅっぱーつ エムナマエ 新日本出版社

Eｵｵ パンダ! おおい じゅんこ ほるぷ出版

Eｵｶ しかしか  (ぴっかぴかえほん) 岡本 よしろう 小学館

Eｵｸ うさぎになったゆめがみたいの おくはら ゆめ BL出版

Eｸｵ ぼくだってとべるんだ フィフィ・クオ ひさかたチャイルド

Eｸﾘ こうえん くりはら たかし 偕成社

Eｹﾗ 虫ガール ケラスコエット 岩崎書店

Eｺﾜ のりものなぞなぞ こわせ もりやす 講談社

Eｻｲ あかちゃんとわらべうたであそびましょ! さいとう しのぶ のら書店

Eｻｲ おひさまでるよ 齋藤 槇 ほるぷ出版

Eｼﾊ でんにゃ 柴田 ケイコ パイインターナショナル

Eｼﾊ パンどろぼう 柴田 ケイコ KADOKAWA

Eｽﾄ たまちゃんとしっぽ  (とことこえほん) カズコ G.ストーン 童心社

Eﾂﾖ ふたごのかがみピカルとヒカラ  (ことばとえ) つよし ゆうこ あかね書房

Eﾃｼ ひとりだちするきたきつねのこども  (いきるよろこびシリーズ) 手島 圭三郎 絵本塾出版

Eﾄﾖ はぶらしくんです。  (たのしいいちにち) とよた かずひこ 童心社

Eﾅｶ きりかぶのきりじいちゃん なかや みわ 小学館

Eﾋｺ どうぶつクッキー 彦坂 有紀 学研プラス

Eﾌｵ はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん AG.フォード ひさかたチャイルド

Eﾌｸ もりのかばんやさん ふくざわ ゆみこ 学研プラス

Eﾌｼ やたいのおやつ  (たんぽぽえほんシリーズ) ふじもと のりこ 鈴木出版

Eﾌﾗ おばけのジョージーとびだしたけいとだま ロバート・ブライト 好学社

Eﾍｸ ぼくは犬や ペク ヒナ ブロンズ新社

Eﾏﾂ まほうのおまめ 松本 春野 文藝春秋

Eﾏﾙ みんなでねんね  (はじめてのことば) まるやま あやこ 光村教育図書

Eﾐﾉ すずめのまる  (鳥のおはなし絵本) 箕輪 義隆 アリス館

Eﾓﾙ かぞえてみようどうぶつスポーツたいかい ヴィルジニー・モルガン 岩波書店

Eﾕﾁ ダンゴムシがやってきた! ゆーち みえこ アリス館

Eﾖﾈ ぼくのポーポがこいをした  (恋の絵本) 米増 由香 岩崎書店

Eﾚﾂ おれ、ピートくいたい  (児童図書館・絵本の部屋) マイケル・レックス 評論社
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