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【一般図書】

000　総 記
007.1 クラウドソーシングが不可能を可能にする 森嶋 厚行 共立出版

007.1 テキスト・画像・音声データ分析  (データサイエンス入門) 西川 仁 講談社

007.3 Zoomはじめました 秋田 稲美 WAVE出版

007.6 できるホームページ・ビルダー22 広野 忠敏 インプレス

019.5 絵本はもっと面白くなる！ 早川 裕 牧野出版

070.1 伝える仕事 池上 彰 講談社

100　哲 学
116.3 分析哲学これからとこれまで  (けいそうブックス) 飯田 隆 勁草書房

130 哲学大図鑑 アン・ルーニー ニュートンプレス

140 図解心理学用語大全 田中 正人 誠文堂新光社

146.8 10代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 井上 祐紀 KADOKAWA

148.3 名前が人を幸せにする！姓名判断大全 宮沢 みち 主婦の友社

159 なまけもの時間術 ひろゆき 学研プラス

162 教養としての世界宗教史 島田 裕巳 宝島社

200　歴史・地理
209 移民の世界史 ロビン・コーエン 東京書籍

210.02 発掘された日本列島 2020 文化庁 共同通信社

210.04 今につながる日本史 丸山 淳一 中央公論事業出版

210.3 平安貴族  (平凡社ライブラリー) 橋本 義彦 平凡社

210.3 テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編 佐藤 信 吉川弘文館

210.3 テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編 佐藤 信 吉川弘文館

210.4 戦国期足利将軍研究の最前線 山田 康弘 山川出版社

210.4 天下人と二人の将軍  (中世から近世へ) 黒嶋 敏 平凡社

220.7 朝鮮戦争70年 和田 春樹 かもがわ出版

230.6 コレラの世界史 見市 雅俊 晶文社

234.07 20世紀ドイツ史 石田 勇治 白水社

234.07 風刺画とジョークが描いたヒトラーの帝国 若林 悠 現代書館

237 一冊でわかるイタリア史 北原 敦 河出書房新社

280.4 ニューヨーク・タイムズが報じた100人の死亡記事 ウィリアム・マクドナルド 河出書房新社

289.1ｺｲｹ 女帝小池百合子 石井 妙子 文藝春秋

289.1ﾃﾗﾀ 寺田寅彦と現代 池内 了 みすず書房

289.3ｵﾊﾏ 自分を好きになるレッスン ミシェル・オバマ 玄光社

289.3ｺﾝ 誰も知らないカルロス・ゴーンの真実 レジス・アルノー 東洋経済新報社

292.2 おかえり台湾 池澤 春菜 インプレス

293.3 妖精の棲む島アイルランド 渡辺 洋子 三弥井書店

293.7 サルデーニャの蜜蜂 内田 洋子 小学館

293.7 メドゥーサの首 徐 京植 論創社

300　社会科学
304ｻｸﾗ 言語道断 櫻井 よしこ 新潮社

309 暗黒の啓蒙書 ニック・ランド 講談社

309.7 未来のプルードン 的場 昭弘 亜紀書房

312.1 政治改革再考  (新潮選書) 待鳥 聡史 新潮社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

317.6 公文書危機 毎日新聞取材班 毎日新聞出版

318.2 秘書が見た都知事の素顔 井澤 勇治 芙蓉書房出版

320 おとめ六法 上谷 さくら KADOKAWA

324.6 離婚を考えたらこの1冊  (はじめの一歩) 石原 豊昭 自由国民社

324.8 相続実務に役立つ戸籍の読み方・調べ方 小林 直人 ビジネス教育出版社

326.5 ルポ老人受刑者 斎藤 充功 中央公論新社

331 12歳の少女が見つけたお金のしくみ 泉 美智子 宝島社

331.04 ナッジ!? 那須 耕介 勁草書房

332.1 コロナ大不況後、日本は必ず復活する 高橋 洋一 宝島社

332.2 中国が世界を攪乱する 野口 悠紀雄 東洋経済新報社

332.5 なぜ中間層は没落したのか ピーター・テミン 慶應義塾大学出版会

333.6 コロナ大恐慌中国を世界が排除する 宮崎 正弘 ビジネス社

333.6 「新型コロナ恐慌」後の世界 渡邉 哲也 徳間書店

334.3 「2020」後新しい日本の話をしよう 河合 雅司 講談社

335.04 共感経営 野中 郁次郎 日経BP日本経済新聞出版本部

336 これからのテレワーク 片桐 あい 自由国民社

336.3 管理職失格 木村 尚敬 日経BP日本経済新聞出版本部

336.5 スマホ×PC仕事術 目代 純平 明日香出版社

338 お金のしくみを知りかしこく扱う方法 ジェーン・ビンハム 東京書籍

338.1 伝説のファンドマネジャーが見た日本株式投資100年史 山下 裕士 クロスメディア・パブリッシング

345.2 人はなぜ税を払うのか 浜 矩子 東洋経済新報社

350.1 グラフのウソを見破る技術 アルベルト・カイロ ダイヤモンド社

361.5 にほん的 松田 行正 河出書房新社

366.2 高次脳機能障害のある方と働くための教科書 石井 京子 日本法令

367.1 フェミニスト現象学入門 稲原 美苗 ナカニシヤ出版

367.5 法制度における男性差別 ポール・ナサンソン 作品社

367.9 性転師 伊藤 元輝 柏書房

368.3 新自殺論 大村 英昭 青弓社

369 介護人類学事始め 林 美枝子 明石書店

375.1 部活はそんなに悪者なのか!? 猿橋 善宏 インプレス

378.6 障害のある青年たちとつくる「学びの場」 伊藤 修毅 かもがわ出版

379.9 家庭で育むしなやかマインドセット メアリー・ケイ・リッチ 明石書店

379.9 ママ、言わないで！子どもが自信を失う言葉66 曽田 照子 学研プラス

383.5 化粧にみる日本文化 平松 隆円 水曜社

391.6 イスラエル諜報機関暗殺作戦全史 上、下 ロネン・バーグマン 早川書房

400　自然科学
407 歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験 川村 康文 オーム社

410.3 数学公式のはなし 大村 平 日科技連出版社

420.2 人物でよみとく物理 田中 幸 朝日学生新聞社

450.4 地球・惑星・生命 日本地球惑星科学連合 東京大学出版会

451.6 雲と出会える図鑑 武田 康男 ベレ出版

459.7 トルコ石  (宝石のほんシリーズ) 飯田 孝一 亥辰舎

468 外来生物のきもち 大島 健夫 メイツユニバーサルコンテンツ

469.6 科学の人種主義とたたかう アンジェラ・サイニー 作品社

481.7 まとまりがない動物たち ジョン・A.シヴィック 原書房

481.7 海の極小！いきもの図鑑 星野 修 築地書館

490.2 ザ・ヒストリー医学大百科 ジル・デイビーズ ニュートンプレス

492.2 ねころんで読める救急患者のみかた 坂本 壮 メディカ出版

493.7 認知症の人のイライラが消える接し方  (介護ライブラリー) 植 賀寿夫 講談社
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493.7 心を病んだらいけないの?  (新潮選書) 斎藤 環 新潮社

498.6 思想としての<新型コロナウイルス禍> 大澤 真幸 河出書房新社

500　工学・家庭
510.9 公共事業が日本を救う 藤井 聡 育鵬社

517.7 ダム大百科 萩原 雅紀 実業之日本社

519 海と地域を蘇らせるプラスチック「革命」 グンター・パウリ 日経BP

526 ビルディングタイプ学入門 中村 陽一 誠文堂新光社

527 五十八さんの数寄屋 藤森 照信 鹿島出版会

537.06 ゴーンショック 朝日新聞取材班 幻冬舎

547.5 決定版5G 片桐 広逸 東洋経済新報社

588.5 焼酎の履歴書 鮫島 吉廣 イカロス出版

589.2 小柄な大人の一生おしゃれでいられる10のルール 長屋 なぎさ 宝島社

593.3 リバティプリント、私の着こなし May Me伊藤みちよ ブティック社

593.8 きものが着たい 群 ようこ KADOKAWA

594.7 わたしのトートバッグ かわい きみ子 家の光協会

596ｺﾀｹ ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる 小竹 貴子 日経BP

596ﾋﾗﾉ 平野レミの作って幸せ・食べて幸せ 平野 レミ 主婦の友社

596.6
誰も教えてくれなかったプロに近づくためのパンの教科書
レシピ作り編 堀田 誠 河出書房新社

600　産 業
626.2 農家はつらいよ  (DO BOOKS) 寺坂 祐一 同文舘出版

627.8 魅せる苔テラリウムの作り方 石河 英作 家の光協会

645.9 あなたのペットが迷子になっても 遠藤 匡王 緑書房

655 植栽による択伐林で日本の森林改善 梶原 幹弘 築地書館

659 アロハで猟師、はじめました 近藤 康太郎 河出書房新社

674.3 デザインのつかまえ方 小野 圭介 エムディエヌコーポレーション

681.8 路面電車からトラムへ 青木 亮 晃洋書房

700　芸術・体育
721.02 江戸の美しい生物画集成 狩野 博幸 河出書房新社

721.02 ファシズムの日本美術 池田 安里 青土社

723.1 長谷川利行の絵 大塚 信一 作品社

748 PANTANAL 岩合 光昭 クレヴィス

760.4 グルーヴ！ 堀米 ゆず子 春秋社

767.8 BTSを読む キム ヨンデ 柏書房

778.2 小津安二郎と戦争 田中 眞澄 みすず書房

780.1 アスリートのための解剖学 大山 卞 圭悟 草思社

783.7 プロ野球語辞典 令和の怪物現る！編 長谷川 晶一 誠文堂新光社

783.7 地味を笑うな 平野 佳寿 ワニブックス

791.7 よくわかる茶事 堀内 宗心 世界文化社

792.02 香の文化史  (生活文化史選書) 松原 睦 雄山閣

800  語 学
801.6 名著から学ぶ創作入門 ロイ・ピーター・クラーク フィルムアート社

809.2 人前であがらずに話せる100の法則 新田 祥子 日本能率協会

809.2 大人の「ことば選び」ノート 佐藤 幸一 総合法令出版

810.2 日本語の歴史  (コーパスで学ぶ日本語学) 田中 牧郎 朝倉書店

828.3 日本人が知りたい台湾人の当たり前 二瓶 里美 三修社

834.4 英熟語図鑑 清水 建二 かんき出版
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900　文 学
(日本文学)

913.6ｱｲｶ ハンナのいない10月は 相川 英輔 河出書房新社

913.6ｱｷｶ ヒソップ亭 秋川 滝美 講談社

913.6ｱｻｸ 黒き侍、ヤスケ 浅倉 徹 原書房

913.6ｱﾏﾈ あの子の殺人計画 天祢 涼 文藝春秋

913.6ｱﾏﾉ 紅蓮浄土 天野 純希 KADOKAWA

913.6ｱﾔｾ まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬 まる 祥伝社

913.6ｲｶﾈ 事件持ち 伊兼 源太郎 KADOKAWA

913.6ｲｼﾊ 死者との対話 石原 慎太郎 文藝春秋

913.6ｲﾂｷ 銀色の国 逸木 裕 東京創元社

913.6ｲﾏﾑ じんかん 今村 翔吾 講談社

913.6ｵｵｻ さよなら願いごと 大崎 梢 光文社

913.6ｵｵﾀ アスカロン、魂の帰還 大谷 純 作品社

913.6ｵﾉﾃ 食っちゃ寝て書いて 小野寺 史宜 KADOKAWA

913.6ｶﾂｷ 昨日壊れはじめた世界で 香月 夕花 新潮社

913.6ｶﾂﾗ 結婚させる家 桂 望実 光文社

913.6ｷﾀﾉ 不良 北野 武 集英社

913.6ｸｻｶ 生かさず、殺さず 久坂部 羊 朝日新聞出版

913.6ｸﾛﾀ 組曲わすれこうじ 黒田 夏子 新潮社

913.6ｺｳﾍ 恋とポテトと文化祭  (Eバーガー) 神戸 遙真 講談社

913.6ｺｼﾏ 愚者の決断  (本格M.W.S.) 小島 正樹 南雲堂

913.6ｺﾊﾔ 代表取締役アイドル 小林 泰三 文藝春秋

913.6ｻｷｻ 五年後に 咲沢 くれは 双葉社

913.6ｻｸﾗ 家族じまい 桜木 紫乃 集英社

913.6ｻｸﾗ 春、死なん 紗倉 まな 講談社

913.6ｼﾏｵ スーベニア しまお まほ 文藝春秋

913.6ﾀｶｷ 業平 高樹 のぶ子 日経BP日本経済新聞出版本部

913.6ﾀﾆ 語らいサンドイッチ 谷 瑞恵 KADOKAWA

913.6ﾀﾜﾀ 星に仄めかされて 多和田 葉子 講談社

913.6ﾂｷﾑ 奈落で踊れ 月村 了衛 朝日新聞出版

913.6ﾂｼ たかが殺人じゃないか 辻 真先 東京創元社

913.6ﾂｼﾄ 黙 辻堂 魁 光文社

913.6ﾃﾗﾁ 水を縫う 寺地 はるな 集英社

913.6ﾃﾝﾄ 迷子のままで 天童 荒太 新潮社

913.6ﾄｳﾊ ダブル・トライ 堂場 瞬一 講談社

913.6ﾅｶｼ あふれる家 中島 さなえ 朝日新聞出版

913.6ﾅｶﾔ カインの傲慢 中山 七里 KADOKAWA

913.6ﾅﾂﾊ Cocoon 4 夏原 エヰジ 講談社

913.6ﾊｾ 少年と犬 馳 星周 文藝春秋

913.6ﾌｸﾀ 侵略者(アグレッサー) 福田 和代 光文社

913.6ﾌｼｻ あなたに会えて困った 藤崎 翔 双葉社

913.6ﾌｼﾜ ほたる茶屋 藤原 緋沙子 KADOKAWA

913.6ﾌﾙﾉ 新任警視 古野 まほろ 新潮社

913.6ﾎﾝﾀ 妖(あやかし)の掟 誉田 哲也 文藝春秋

913.6ﾏﾂｲ またね家族 松居 大悟 講談社

913.6ﾏﾂﾀ 持続可能な魂の利用 松田 青子 中央公論新社

913.6ﾏﾘ 縄紋 真梨 幸子 幻冬舎

913.6ﾐﾅﾄ カケラ 湊 かなえ 集英社
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913.6ﾐﾅﾐ いのちの停車場 南 杏子 幻冬舎

913.6ﾐﾔﾍ きたきた捕物帖 宮部 みゆき PHP研究所

913.6ﾓﾘｻ おいしくて泣くとき 森沢 明夫 角川春樹事務所

913.6ﾔｽｷ こんぱるいろ、彼方 椰月 美智子 小学館

913.6ﾔﾏｼ 月の客 山下 澄人 集英社

913.6ﾖｼﾀ 流星シネマ 吉田 篤弘 角川春樹事務所

913.6ﾖﾓﾀ 夏の速度 四方田 犬彦 作品社

914.6ｵｸﾀ 愉快な青春が最高の復讐！ 奥田 亜希子 集英社

（外国文学）

933.7ｱﾄｷ ライフ・アフター・ライフ  (海外文学セレクション) ケイト・アトキンソン 東京創元社

933.7ｳｲﾙ アンドロメダ病原体-変異- 上、下 マイクル・クライトン 早川書房

933.7ｸﾛﾂ わたしの全てのわたしたち サラ・クロッサン ハーパーコリンズ・ジャパン

933.7ﾊﾙﾏ 蜜のように甘く イーディス・パールマン 亜紀書房

933.7ﾍﾝﾂ おれの眼を撃った男は死んだ シャネル・ベンツ 東京創元社

933.7ﾍﾝﾃ シャーロック伯父さん  (論創海外ミステリ) ヒュー・ペンティコースト 論創社

933.7ﾑｱ 果てしなき輝きの果てに リズ・ムーア 早川書房

933.7ﾗｲﾝ ヒルダ・アダムスの事件簿  (論創海外ミステリ) M.R.ラインハート 論創社

933.7ﾘ 理由のない場所 イーユン・リー 河出書房新社

943.7 空腹ねずみと満腹ねずみ 上、下 ティムール・ヴェルメシュ 河出書房新社

953.6 バスティーユの悪魔  (論創海外ミステリ) エミール・ガボリオ 論創社

953.7ﾌｴﾝ シャルロッテ  (エクス・リブリス) ダヴィド・フェンキノス 白水社

953.7ﾏﾙﾎ 念入りに殺された男 エルザ・マルポ 早川書房

963 そよ吹く南風にまどろむ ミゲル・デリーベス 彩流社

993.4 アコーディオン弾きの息子  (CREST BOOKS) ベルナルド・アチャガ 新潮社

【参考図書】

059.2 中国年鑑 2020 中国研究所 中国研究所

351 日本国勢図会 2020/21 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

370.5 文部科学統計要覧 令和2年版 文部科学省 ブルーホップ

499.1 くすりの事典 2021年版 片山 志郎 成美堂出版

505.9 科学技術要覧 令和元年版 文部科学省 ブルーホップ

(郷土資料)

K310 県政に関する世論調査報告書 令和元年度 第５９回
千葉県
総合企画部報道広報課

千葉県
総合企画部報道広報課

K314 流山市議会会議録 令和2年3月 流山市議会事務局 流山市議会

K349 財政白書(平成３０年度決算版) 流山市財政部財政調整課 流山市

K349 監査結果報告書 令和２年度 流山市監査委員事務局 流山市監査委員事務局

K367
男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告
書

千葉県総合企画部
男女共同参画課

千葉県総合企画部
男女共同参画課

K468 千葉県の外来生物リスト ２０２０年改訂版
千葉県
環境生活部自然保護

千葉県
環境生活部自然保護課

K910 千葉県現代俳句集成 ２０２０
千葉県
現代俳句集成刊行委員会

千葉県地区現代俳句協会

【児童図書】

291 琉球・沖縄  (調べる学習百科) 上里 隆史 岩崎書店

450 コンパスが南をさすとき  (くもんジュニアサイエンス) 陰山 聡 くもん出版

457 恐竜と古代の生き物図鑑 ジョン・ウッドワード 創元社

486 チョウのそだち方 福田 晴男 国土社

519 つかう?やめる?かんがえようプラスチック キム ウンジュ ほるぷ出版

626 花を楽しむ野菜図鑑 岩槻 秀明 いかだ社

706 美術館って、おもしろい！ モラヴィア美術館 河出書房新社

769 ぼくらしく、おどる  (ヒューマンノンフィクション) 大前 光市 学研プラス

788 知れば知るほどお相撲ことば 『おすもうさん』編集部 ベースボール・マガジン社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

913ｲｼ 戦争にいったうま いしい ゆみ 静山社

913ｲﾄ くろりすくんとしまりすくん いとう ひろし 講談社

913ｵｵ 雨の日は、いっしょに  (おはなしみーつけた！シリーズ) 大久保 雨咲 佼成出版社

913ｶﾜ おじょうさま小学生はなこ  (おはなしトントン) 川之上 英子絵 岩崎書店

913ｺﾃ ぼくたちの緑の星 小手鞠 るい 童心社

913ｻﾄ セイギのミカタ  (ものがたりの庭) 佐藤 まどか フレーベル館

913ﾅｶ ぼくとキキとアトリエで  (文研ブックランド) 中川 洋典 文研出版

913ﾉﾀ タミーと魔法のことば 野田 道子 小峰書店

913ﾋｺ ネバーウェディングストーリー  (モールランド・ストーリー) ひこ・田中 福音館書店

913ﾏﾂ 保健室経由、かねやま本館。 松素 めぐり 講談社

913ﾑﾗ 教室の日曜日  (わくわくライブラリー) 村上 しいこ 講談社

913ﾓﾘ 本屋のミミ、おでかけする！ 森 環 あかね書房

913ﾖｼ 雨女とホームラン 吉野 万理子 静山社

933ｺﾂ 秘密のノート ジョー・コットリル 小学館

933ﾄｲ 嵐の守り手 1 キャサリン・ドイル 評論社

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｶ いしになったかりゅうど 赤羽 末吉 福音館書店

Eｱｶ あかりの花  赤羽 末吉 福音館書店

Eｱﾍ ミーちゃんとロン あべ はじめ BL出版

Eｱﾗ こどもたちはまっている 荒井 良二 亜紀書房

Eｱﾙ ママとうみのやくそく エヴァ・アルミセン 主婦の友社

Eｱﾝ クラクフのりゅう アンヴィル奈宝子 偕成社

Eｲｼ オタマジャクシつかまえた いしい つとむ 文研出版

Eｳｴ りすとかえるとかぜのうた うえだ まこと BL出版

Eｳｼ こぐまのカブおつかいへ 牛窪 良太 ほるぷ出版

Eｵｶ オニのふろめぐり 岡田 よしたか 小学館

Eｵﾁ だから、さびしくない 落合 久恵 みらいパブリッシング

Eｺｶ えだまめ こが ようこ 大日本図書

Eｺﾖ おたすけこびととおべんとう コヨセ ジュンジ 徳間書店

Eｻｷ おいらひょっとこ ザ・キャビンカンパニー ひさかたチャイルド

Eｻﾄ こぶたのプーちゃん さとう あや 福音館書店

Eｻﾜ じごくにアイス 澤野 秋文 ひさかたチャイルド

Eｼｵ やねうらべやのおばけ しおたに まみこ 偕成社

Eｽｷ おんどりあるくよ リチャード・スキャリー 好学社

Eｽｽ どこからきたの？おべんとう 鈴木 まもる 金の星社

Eﾀｶ フンころがさず 高畠 純 KADOKAWA

Eﾁﾖ ぼくのすきなおじさん 長 新太 絵本塾出版

Eﾅｶ とのさまぶたまん 長野 ヒデ子 あすなろ書房

Eﾅｼ シェルパのポルパ エベレストにのぼる 梨木 羊 岩波書店

Eﾆｼ とうちゃんはむしゃんよか 西村 繁男 光村教育図書

Eﾋﾗ まっくろいたちのレストラン 平岡 瞳 岩崎書店

Eﾌﾗ プラスチックのうみ ジュリア・ブラットマン 小学館

Eﾑﾗ あめかっぱ むらかみ さおり 偕成社

Eﾔﾏ ちびクワくん やました こうへい ほるぷ出版

Eﾖｳ 花のすきなおおかみ 葉 祥明 新日本出版社

Eﾖﾅ ぼくのうた、なんだっけ？ ヘンドリック・ヨナス 偕成社

Eﾘﾔ 九色のしか リャオ ジャンホン 廣済堂あかつき

Eﾚｲ プラスチック星にはなりたくない！ ニール・レイトン ひさかたチャイルド

Eﾚｲ みずをくむプリンセス ピーター・H.レイノルズ さ・え・ら書房

Eﾜﾀ キャベツちゃんのワンピース  わたべ めぐみ あかね書房
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