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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

007.1 AIエンジニアになるには  (なるにはBOOKS) 丸山 恵 ぺりかん社

007.1 人工知能に未来を託せますか? 松田 雄馬 岩波書店

010.4 魔女っ子司書の自由研究 八巻 千穂 郵研社

024.06 物語を売る小さな本屋の物語 鈴木 潤 晶文社

024.8 古本屋の四季 片岡 喜彦 皓星社

051 あの頃、雑誌は輝いていた! 塩澤 実信 展望社

100　哲 学

104 贈与の系譜学  (講談社選書メチエ) 湯浅 博雄 講談社

121.5 反「近代」の思想 舩橋 晴雄 中央公論新社

135.4 現代フランス哲学入門 川口 茂雄 ミネルヴァ書房

139.3 パンデミック  (ele‐king books) スラヴォイ・ジジェク Pヴァイン

141.6 笑いの哲学  (講談社選書メチエ) 木村 覚 講談社

146.8 セルフケアの道具箱 伊藤 絵美 晶文社

147.1 しきたりに込められた日本人の呪力 秋山 眞人 河出書房新社

159 シリコンバレー式超ライフハック デイヴ・アスプリー ダイヤモンド社

164 世界風土神話 篠田 知和基 八坂書房

200　歴史・地理

210.04 逆説の日本史 25 井沢 元彦 小学館

210.04 日本人と動物の歴史 實吉 達郎 カンゼン

210.6 明日のための近代史 伊勢 弘志 芙蓉書房出版

210.76 1964東京ブラックホール 貴志 謙介 NHK出版

213.6 好古趣味の歴史 法政大学江戸東京研究センター 文学通信

219.9 沖縄をめぐる言葉たち 河原 仁志 毎日新聞出版

230.4 黒死病 ノーマン・F.カンター 青土社

234.07 ナチスに抗った障害者 岡 典子 明石書店

235.06 ナポレオン戦争 マイク・ラポート 白水社

289.1ｼﾌｻ 天才渋沢栄一 星 亮一 さくら舎

289.3ｱﾚﾝ 漂泊のアーレント 戦場のヨナス 戸谷 洋志 慶應義塾大学出版会

289.3ｼｷﾙ 庭園家ガートルード・ジーキル 川端 有子 玉川大学出版部

289.3ｼﾔﾈ シャネル 川島 ルミ子 さくら舎

289.3ﾌｸﾊ 黒い雨に撃たれて 上、下 パメラ・ロトナー・サカモト 慶應義塾大学出版会

291.09 からだがよろこぶ!ぬる湯温泉ナビ 植竹 深雪 辰巳出版

291.5 古地図で楽しむ富士山  (爽BOOKS) 大高 康正 風媒社

293.5 パリの日々 丸山 直子 三修社

300　社会科学

304ｻﾄｳ 不条理を生きるチカラ 佐藤 優 ビジネス社

304ﾗｲｱ 文明が不幸をもたらす クリストファー・ライアン 河出書房新社

309.3 中国は社会主義か 芦田 文夫 かもがわ出版

310.4 危険人物をリーダーに選ばないためにできること ビル・エディ プレジデント社

316.8 アイヌの権利とは何か テッサ・モーリス=スズキ かもがわ出版

318.2 小池百合子の大義と共感 大下 英治 エムディエヌコーポレーション
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

319 コロナ・ショックは世界をどう変えるか イワン・クラステフ 中央公論新社

319.02 冷戦 上、下 O.A.ウェスタッド 岩波書店

319.1 外交官の文章 芳賀 徹 筑摩書房

324.7 妻子のためのハッピー相続対策 菊谷 正人 税務経理協会

332.1 ポストコロナの経済学 熊谷 亮丸 日経BP

332.2 アジア資本主義 小平 龍四郎 日経BP日本経済新聞出版本部

335.1 図解渋沢栄一と「論語と算盤」 齋藤 孝 フォレスト出版

336.4 頭がいい人のモノの言い方 齋藤 孝 きずな出版

336.5 Zoom & Slack完全マニュアル 八木 重和 秀和システム

338 仮想通貨vs.中央銀行 中島 真志 新潮社

342.1 若者は、日本を脱出するしかないのか 島澤 諭 ビジネス教育出版社

342.1 日本をダメにした財務省と経団連の欺瞞 三橋 貴明 小学館

366.1 労働法トークライブ 森戸 英幸 有斐閣

367.1 フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど 高橋 幸 晃洋書房

367.2 デンマークの女性が輝いているわけ 澤渡夏代ブラント 大月書店

368.6 歴史家と少女殺人事件 イヴァン・ジャブロンカ 名古屋大学出版会

368.6 罪を犯した女たち 藤野 京子 金剛出版

369.4 赤ちゃんポストの真実 森本 修代 小学館

374.3 教師という接客業 齋藤 浩 草思社

377.2 京大的文化事典 杉本 恭子 フィルムアート社

379.9 楽々かあさんの伝わる!声かけ変換 大場 美鈴 あさ出版

400　自然科学

404ﾀｹｳ 感染症、AI新時代を生き抜く科学知識の身につけ方 竹内 薫 徳間書店

410.2 数学大図鑑 アン・ルーニー ニュートンプレス

410.4 数学ガールの秘密ノート 結城 浩 SBクリエイティブ

417 統計学大百科事典 石井 俊全 翔泳社

429.5 核エネルギーの時代を拓いた10人の科学者たち 馬場 祐治 総合科学出版

442.3 ハッブル・レガシー ジム・ベル グラフィック社

447.3 宇宙岩石入門 牧嶋 昭夫 朝倉書店

450 地球と生命の誕生と進化  (GEOペディア) 丸山 茂徳 清水書院

460.4 弱虫の生きざま 亀田 恭平 KADOKAWA

462.1 自然の中で美しい生きものと出会う図鑑 藤原 裕二 けやき出版

465.8 カビの取扱説明書 浜田 信夫 KADOKAWA

481.7
カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、
サメは狂暴、イルカは温厚って本当か?

松原 始 山と溪谷社

481.7 生き物の死にざま 稲垣 栄洋 草思社

487.5 けなげな魚図鑑 松浦 啓一 エクスナレッジ

487.9 毒蛇ハブ 中井 穂瑞領 南方新社

489.2 カモノハシの博物誌  (生物ミステリー) 浅原 正和 技術評論社

489.9 与えるサルと食べるシカ 辻 大和 地人書館

490.1 だから、もう眠らせてほしい 西 智弘 晶文社

491.7 腸内フローラの科学  (B&Tブックス) 野本 康二 日刊工業新聞社

493.7 全国認知症カフェガイドブック コスガ 聡一 クリエイツかもがわ

498.6 新型コロナの正体 森下 竜一 ビジネス社

498.6 パンデミックを阻止せよ!  (DOJIN選書) 浦島 充佳 化学同人

500　工学・家庭

504 科学技術の失敗から学ぶということ 寿楽 浩太 オーム社

517.2 治水の名言 竹林 征三 鹿島出版会
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521.8 名城の石垣図鑑 小和田 哲男 二見書房

521.8 遊廓  (とんぼの本) 渡辺 豪 新潮社

523.1 東京老舗の名建築 二階 さちえ エクスナレッジ

536.1 蒸気機関車紀行 神谷 武志 天夢人

540.9 メーター検針員テゲテゲ日記 川島 徹 三五館シンシャ

542.06 ありえない!町工場 久保 寛一 あさ出版

545.8 増田さんちの昭和レトロ家電 増田 健一 山川出版社

549.9 わかる!使える!レーザ加工入門 金岡 優 日刊工業新聞社

566.7 よくわかる最新めっきの基本と仕組み 土井 正 秀和システム

589.2 シンプルなクローゼットが地球を救う エリザベス・L.クライン 春秋社

589.2 生き残るアパレル死ぬアパレル 河合 拓 ダイヤモンド・リテイルメディア

589.7 美しい万年筆のインク事典 武田 健 グラフィック社

591 29歳からのお金 吹田 朝子 WAVE出版

593.3 バルト三国で出会った素材で作る手作り服と小物 塚田 紀子 文化学園文化出版局

595.6 東大卒トレーナーの脚やせ大全 みすたーだいどー ワニブックス

596ｱｵﾝ 3歳から始めるお料理レッスン 青空キッチン 海竜社

596ｽﾐﾀ うまくいく台所 角田 真秀 文化学園文化出版局

597.5 ざんねんな収納 おさめ ますよ パイインターナショナル

598.2 赤ちゃんといっしょ chiiko 高橋書店

600　産 業

611.3 捨てられる食べものたち 井出 留美 旬報社

611.3 <メイド・イン・ジャパン>の食文化史 畑中 三応子 春秋社

617.6 とうがらしの世界  (講談社選書メチエ) 松島 憲一 講談社

627.9 花の造形理論基礎レッスン 橋口 学 誠文堂新光社

633 カイコの科学 日本蚕糸学会 朝倉書店

648.1 世界チーズ大図鑑 ジュリエット・ハーバット 柴田書店

670 ネットビジネス進化論 尾原 和啓 NHK出版

674.7 大正昭和レトロチラシ 橋爪 節也 青幻舎

678.3 自由貿易はなぜ必要なのか 椋 寛 有斐閣

699.6 日本のテレビ・ドキュメンタリー 丹羽 美之 東京大学出版会

700　芸術・体育

720.8 奇想の国の麗人たち  (らんぷの本 mascot) 中村 圭子 河出書房新社

723.3 バンクシー ウィル・エルスワース=ジョーンズ パルコエンタテインメント事業部

723.5 わたしはフリーダ・カーロ マリア・ヘッセ 花伝社

724.1 絵手紙初心者のための10のヒント 清野 章子 日貿出版社

740.2 バーモントの片隅に暮らす リチャード・W.ブラウン KADOKAWA

756.8 知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 岩崎 紘昌 幻冬舎

762.3 ベートーヴェンとピアノ 小山 実稚恵 音楽之友社

767.8 黄金の60代 郷 ひろみ 幻冬舎

773 能のふるさと散歩 京都・奈良編 岩田 アキラ 檜書店

778.2 ポン・ジュノ 下川 正晴 毎日新聞出版

778.2 拾われた男 松尾 諭 文藝春秋

779.1 評伝一龍齋貞水 塩崎 淳一郎 岩波書店

780 代表選手選考とスポーツ仲裁 松本 泰介 大修館書店

783.7 野球帽大図鑑 綱島 理友 朝日新聞出版

788.3 地上最強の男 百田 尚樹 新潮社

789 中世騎士の武器術 ジェイ・エリック・ノイズ 新紀元社

789.2 ロレンスになれなかった男 小倉 孝保 KADOKAWA
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798.5 デジタルゲーム研究入門 小林 信重 ミネルヴァ書房

800  語 学

801 あいまいな会話はなぜ成立するのか 時本 真吾 岩波書店

802 ピジン・クレオル諸語の世界 西江 雅之 白水社

809.4 声の文化を楽しむ 好本 惠 日外アソシエーツ

810.4 世界でいちばん素敵な大和言葉の教室 吉田 裕子 三才ブックス

821.2 漢字の構造  (中公選書) 落合 淳思 中央公論新社

897 アボリジニの言語 河崎 靖 大学書林

900　文 学

(日本文学)

913.6ｱｵﾊ 凪に溺れる 青羽 悠 PHP研究所

913.6ｱｵﾔ ただいま神様当番 青山 美智子 宝島社

913.6ｱｻｸ あめつちのうた 朝倉 宏景 講談社

913.6ｱｻﾉ 風を結う あさの あつこ 実業之日本社

913.6ｱｼﾍ 鶴屋南北の殺人  (ミステリー・リーグ) 芦辺 拓 原書房

913.6ｱﾝﾄ 夢は捨てたと言わないで 安藤 祐介 中央公論新社

913.6ｲｼﾊ 赤い砂を蹴る 石原 燃 文藝春秋

913.6ｲｿｻ 日本蒙昧前史 磯崎 憲一郎 文藝春秋

913.6ｲﾄｳ 邦人奪還 伊藤 祐靖 新潮社

913.6ｲﾄｳ 囚われの山 伊東 潤 中央公論新社

913.6ｳｻﾐ ボニン浄土 宇佐美 まこと 小学館

913.6ｳﾀｶ バケモンの涙 歌川 たいじ 光文社

913.6ｵｵﾀ 遺品博物館  (創元クライム・クラブ) 太田 忠司 東京創元社

913.6ｶｲﾄ コロナ黙示録 海堂 尊 宝島社

913.6ｶｼ 漣のゆくえ 梶 よう子 徳間書店

913.6ｸｼｷ 虜囚の犬 櫛木 理宇 KADOKAWA

913.6ｸﾗｶ あがない 倉数 茂 河出書房新社

913.6ｺﾊﾔ ティンカー・ベル殺し  (創元クライム・クラブ) 小林 泰三 東京創元社

913.6ｺﾝﾄ 夜の向こうの蛹たち 近藤 史恵 祥伝社

913.6ｺﾝﾉ 黙示 今野 敏 双葉社

913.6ｺﾝﾉ オフマイク 今野 敏 集英社

913.6ｻｶｶ ファルセットの時間 坂上 秋成 筑摩書房

913.6ｼｵﾐ ないものねだりの君に光の花束を 汐見 夏衛 KADOKAWA

913.6ｼﾖｳ 会いに行って 笙野 頼子 講談社

913.6ﾀｶｷ 私が愛したトマト 高樹 のぶ子 潮出版社

913.6ﾂﾑﾗ サキの忘れ物 津村 記久子 新潮社

913.6ﾄｳﾊ ホーム 堂場 瞬一 集英社

913.6ﾄｵﾉ 破局 遠野 遙 河出書房新社

913.6ﾄﾘｼ オクトローグ 酉島 伝法 早川書房

913.6ﾅｶｲ 商う狼 永井 紗耶子 新潮社

913.6ﾅｶｵ つながりません 長岡 弘樹 角川春樹事務所

913.6ﾅｶﾔ ヒポクラテスの試練 中山 七里 祥伝社

913.6ﾉﾅﾐ チーム・オベリベリ 乃南 アサ 講談社

913.6ﾊﾀｹ あしたの華姫 畠中 恵 KADOKAWA

913.6ﾊﾅﾑ ヒカリ 花村 萬月 光文社

913.6ﾊﾔｼ オレだけが名探偵を知っている 林 泰広 光文社

913.6ﾋｶｼ 君に読ませたいミステリがあるんだ 東川 篤哉 実業之日本社

913.6ﾌｼｲ 京大はんと甘いもん 藤井 清美 KADOKAWA
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913.6ﾌｼｵ 跳べ、暁! 藤岡 陽子 ポプラ社

913.6ﾌﾕﾓ 縁結びカツサンド 冬森 灯 ポプラ社

913.6ﾐｽﾓ 音速の刃 未須本 有生 文藝春秋

913.6ﾐﾔｳ 黄色い夜 宮内 悠介 集英社

913.6ﾑﾗｷ せきれいの詩 村木 嵐 幻冬舎

913.6ﾕｷﾅ KILLTASK 行成 薫 KADOKAWA

913.6ﾕﾒﾏ 大江戸火龍改 夢枕 獏 講談社

913.6ﾖｼｶ 憂き夜に花を 吉川 永青 中央公論新社

（外国文学）

933.7ﾀﾝﾃ すべて内なるものは エドウィージ・ダンティカ 作品社

933.7ﾄﾙｽ 賢者たちの街 エイモア・トールズ 早川書房

933.7ﾊﾃｲ 影を呑んだ少女 フランシス・ハーディング 東京創元社

933.7ﾐﾙﾊ ホーム・ラン スティーヴン・ミルハウザー 白水社

936ﾌｼﾕ 25年後のセックス・アンド・ザ・シティ キャンディス・ブシュネル 大和書房

950.2 モーリス・ブランショ  (批評の小径) ジャン=リュック・ナンシー 水声社

953.7 彼女たちの部屋 レティシア・コロンバニ 早川書房

953.7 その日の予定 エリック・ヴュイヤール 岩波書店

963 犬売ります  (フィクションの楽しみ) フアン・パブロ・ビジャロボス 水声社

995.2 言葉の守り人 ホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチ 国書刊行会

【参考図書】

007.3 情報サービス産業白書 2020 情報サービス産業協会 インプレス

302.2 アジア動向年報 2020 アジア経済研究所 アジア経済研究所

318.2 都市データパック 2020  (Data Bank SERIES) 東洋経済新報社

335.3 中小企業白書 小規模企業白書 2020年版上、下 中小企業庁 日経印刷

451.9 気象年鑑 2020年版 気象業務支援センター 気象業務支援センター

519.05 環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書 令和2年版 環境省大臣官房環境計画課 日経印刷

816.07 類語分類感覚表現辞典 中村 明 東京堂出版

(郷土資料)

K291 流山本町 江戸回廊 切り絵行灯 おさんぽガイド
流山本町・
利根運河ツーリズム推進課

K314 千葉県臨時県議会会議録(全)令和２年４月招集 千葉県議会事務局

K314 千葉県定例県議会会議録 令和2年2月召集 第１号ー第8号 千葉県議会事務局

K351 指標で知る千葉県 2020 千葉県総合企画部統計課 千葉県統計協会

K351 千葉県統計年鑑 令和元年 千葉県総合企画部統計課 千葉県総合企画部統計課

K351 千葉県勢要覧 令和元年版 千葉県総合企画部統計課 千葉県統計協会

K369 事業報告書・決算書 令和元年度 流山市社会福祉協議会 流山市社会福祉協議会

K369 事業計画書・予算書 令和２年度 流山市社会福祉協議会 流山市社会福祉協議会

【児童図書】

159 きみはスゴイぜ! マシュー・サイド 飛鳥新社

210 命のうた 竹内 早希子 童心社

290 旅が好きだ!  (14歳の世渡り術) 河出書房新社 河出書房新社

367 男の子でもできること  (世界に生きる子どもたち) プラン・インターナショナル 西村書店

367 コウノトリがはこんだんじゃないよ! ロビー・H.ハリス 子どもの未来社

369 水害の大研究  (楽しい調べ学習シリーズ) 河田 惠昭 PHP研究所

384 せかいいっしゅうあそびのたび ペズル プレジデント社

468 つれてこられただけなのに 小宮 輝之 偕成社

482 わけあって絶滅しました。 もーっと 丸山 貴史 ダイヤモンド社

485 うちにカブトガニがやってきた!? 石井 里津子 学研プラス
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

486 虫のしわざ図鑑 新開 孝 少年写真新聞社

486 うまれたよ!シデムシ 安田 守 岩崎書店

488 ハクトウワシ 前川 貴行 新日本出版社

491 モヤモヤそうだんクリニック 池谷 裕二 NHK出版

520 建築士の一日 WILLこども知育研究所 保育社

588 ガリガリ君ができるまで 岩貞 るみこ 講談社

699 希望、きこえる? 榮谷 明子 汐文社

913ｲｶ 大嫌いな君に、サヨナラ  (カラフルノベル) いかだ かつら PHP研究所

913ｲｼ 青春ノ帝国 石川 宏千花 あすなろ書房

913ｲﾏ ギフト、ぼくの場合 今井 恭子 小学館

913ｲﾏ 子うしのきんじろう  (おはなしトントン) 今西 乃子 岩崎書店

913ｸｻ 魔女のうらないグミ  (とっておきのどうわ) 草野 あきこ PHP研究所

913ｸﾗ まほろばトリップ 倉本 由布 アリス館

913ｻｲ ルドルフとノラねこブッチー 斉藤 洋 講談社

913ﾄﾐ 妖怪たちと秘密基地  (妖怪一家九十九さん) 富安 陽子 理論社

913ﾅｶ サンドイッチクラブ 長江 優子 岩波書店

913ﾉﾅ ルビねこと星ものがたり  (本屋さんのルビねこ) 野中 柊 理論社

913ﾋﾅ 雨ふる本屋と雨かんむりの花 日向 理恵子 童心社

913ﾏﾊ 無限の中心で まはら 三桃 講談社

913ﾑﾗ イーブン 村上 しいこ 小学館

933ｸﾚ フレンドシップウォー  (講談社文学の扉) アンドリュー・クレメンツ 講談社

933ｸﾚ 庭づくりはひみつ! カリーナ・ヤン・グレーザー 徳間書店

933ｽﾛ 夜フクロウとドッグフィッシュ  (SUPER!YA) ホリー・ゴールドバーグ・スローン 小学館

933ﾊﾘ オオカミの旅 ロザンヌ・パリー あかね書房

933 震える叫び R.L.スタイン 理論社

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｲﾁ こうまのマハバット 市川 里美 BL出版

Eｲﾄ カメレオンどろぼう・ドロン 伊藤 夏紀 あかね書房

Eｲﾓ さんしょっ子 いもと ようこ 金の星社

Eｳﾁ 7年目のランドセル 内堀 タケシ 国土社

Eｵｲ ここは 及川 賢治 河出書房新社

Eｵｶ よい子れんしゅう帳 おかべ りか 福音館書店

Eｵｷ はつめいたいかい サラ・オギルヴィー BL出版

Eｶｴ たびにでた 楓 真知子 絵本館

Eｶｼ しおかぜにのって かじり みな子 偕成社

Eｸﾛ 恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい 黒川 みつひろ 小峰書店

Eｻｻ みてみておばけ ささき みお 国土社

Eｻｻ みてみておひげ ささき みお 国土社

Eｻｻ みてみてバナナ ささき みお 国土社

Eｻｻ みてみてパンツ ささき みお 国土社

Eｻｻ あるひあるとき ささめや ゆき のら書店

Eｻﾝ チャーリー、こっちだよ チャールズ・サントソ BL出版

Eﾊｾ ファイアー 長谷川 集平 理論社

Eﾊﾆ コートニー ジョン・バーニンガム ほるぷ出版

Eﾊﾆ ねんころりん ジョン・バーニンガム ほるぷ出版

Eﾋﾖ おばけでんしゃだおとうとうさぎ! ヨンナ・ビョルンシェーナ クレヨンハウス

Eﾋﾛ おむすびころりんはっけよい! ひろかわ さえこ 偕成社

Eﾙﾒ どっちの勝ち? パスカル・ルメートル みすず書房
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