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【一般図書】

000　総 記
007.1 Scratchではじめる機械学習 石原 淳也 オライリー・ジャパン

007.1 人工知能グラフィックヒストリー クリフォード・A.ピックオーバー ニュートンプレス

007.3 インターネット権利侵害者の調査マニュアル 八雲法律事務所 中央経済社

007.6 いちばんやさしい60代からのAndroidスマホ 増田 由紀 日経BP

019.04 本の読める場所を求めて 阿久津 隆 朝日出版社

019.5 絵本で世界を学ぼう! 吉井 潤 青弓社

019.9 中年の本棚 荻原 魚雷 紀伊國屋書店

023.1 いま、子どもの本が売れる理由  (筑摩選書) 飯田 一史 筑摩書房

023.1 平成の出版が歩んだ道 出版メディアパル

100　哲 学
111.8 思弁的実在論入門 グレアム・ハーマン 人文書院

126.6 インド式壁の乗りこえ方 栃久保 奈々 自由国民社

141.5 「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につく東大思考 西岡 壱誠 東洋経済新報社

141.6 あなたのまわりの怒っている人図鑑 安藤 俊介 飛鳥新社

146.8 あなたの才能があなたを苦しめる 大嶋 信頼 すばる舎

159 壁はいらない、って言われても。 今中 博之 河出書房新社

159 勝間式ネオ・ライフハック100 勝間 和代 KADOKAWA

159.7 老後に備えない生き方 岸見 一郎 KADOKAWA

175.9 日本書紀に秘められた古社寺の謎 三橋 健 ウェッジ

180.4 科学化する仏教  (角川選書) 碧海 寿広 KADOKAWA

181.5 菩薩とはなにか 平岡 聡 春秋社

188.8 ひとりでも大丈夫 枡野 俊明 廣済堂出版

200　歴史・地理
209 世界史を変えた戦い DK社 原書房

210.1 文学で読む日本の歴史 近代的世界篇 五味 文彦 山川出版社

210.5 江戸人の教養 塩村 耕 水曜社

210.7 隠された「戦争」  (論創ノンフィクション) 鎌倉 英也 論創社

253.07 アメリカが見た山本五十六 上・下 ディック・レイア 原書房

281.04 ドタバタ関ケ原 長谷川 ヨシテル 柏書房

288.4 乱世の天皇 秦野 裕介 東京堂出版

289.1ｵﾀ 信長徹底解読 堀 新 文学通信

289.1 シャツとダンス 玉置 美智子 文藝春秋

289.3ﾄﾘｽ なぜ彼女は革命家になったのか ゲルハルト・レオ 法政大学出版局

289.3ﾏｽｸ 72歳、今日が人生最高の日 メイ・マスク 集英社

290 世界244の国と地域 2021ー2022年版 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

291.5 東海の名城を歩く 静岡編 中井 均 吉川弘文館

300　社会科学
302.1 すばらしき国、ニッポン 早坂 隆 文響社

304 千二百年の古都闇の金脈人脈 坂 夏樹 さくら舎

312.1 私は真実が知りたい 赤木 雅子 文藝春秋

312.5 ゾンビとの論争 ポール・クルーグマン 早川書房

316.1 令和2年改正個人情報保護法Q&A 田中 浩之 中央経済社

No.245（2020年9月号） 2020.8.1～2020.8.31 受入図書の一部を掲載
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

318.5 まちのファンをつくる自治体ウェブ発信テキスト 狩野 哲也 学芸出版社

319.3 ミハイル・ゴルバチョフ ミハイル・ゴルバチョフ 朝日新聞出版

319.8 核のボタン ウィリアム・ペリー 朝日新聞出版

323.01 戦争と法 長谷部 恭男 文藝春秋

324.7 遺言書保管制度の利用の仕方 碓井 孝介 日本加除出版

324.8 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門 チェスター あさ出版

331.1 16歳からのはじめてのゲーム理論 鎌田 雄一郎 ダイヤモンド社

332.2 9つの悪魔に支配された韓国経済の悲劇 真壁 昭夫 白秋社

335 BIG BUSINESS タイラー・コーエン NTT出版

335.6 ネクスト・シェア ネイサン・シュナイダー 東洋経済新報社

336.3 ほめるのをやめよう 岸見 一郎 日経BP

336.3 よきリーダーは哲学に学ぶ A.レイノルズ CCCメディアハウス

336.4 テレワークでも成果を上げる仕事術 安留 義孝 マイナビ出版

338 デジタル円 井上 哲也 日経BP日本経済新聞出版本部

338 世紀の大博打 ベン・メズリック 文藝春秋

361.4 歪んだ正義 大治 朋子 毎日新聞出版

361.4 賢い人ほど騙される ロブ・ブラザートン ダイヤモンド社

361.5 BLの教科書 堀 あきこ 有斐閣

365.4 家計簿と統計 佐藤 朋彦 慶應義塾大学出版会

366 「仕事映画」に学ぶキャリアデザイン 梅崎 修 有斐閣

367.3 「母と息子」の日本論 品田 知美 亜紀書房

367.7 中年格差 橘木 俊詔 青土社

369.2 やまゆり園事件 神奈川新聞取材班 幻冬舎

370.4 向かい風が吹いていても 菅間 正道 子どもの未来社

371.4 いじめ・自殺ストップ作文集 再チャレンジ東京 国書刊行会

371.5 シュタイナー教育100年 広瀬 俊雄 昭和堂

376.1 赤ちゃんは知っている J.メレール 藤原書店

379.9 自然あそびで子どもの非認知能力が育つ 長谷部 雅一 東洋館出版社

386.9 すぐに役立つ366日記念日事典 上巻・下巻 加瀬 清志 創元社

392.1 誰も知らない自衛隊のおしごと 岡田 真理 扶桑社

400　自然科学
404ﾄｷﾝ さらば、神よ リチャード・ドーキンス 早川書房

404 「役に立たない」科学が役に立つ エイブラハム・フレクスナー 東京大学出版会

413.5 ビジュアルリーマン予想入門 木内 敬 技術評論社

413.5 数学の力 小山 信也 日経サイエンス

420 日常の不思議を物理学で知る 松原 隆彦 山と溪谷社

421.2 アインシュタインの戦争 マシュー・スタンレー 新潮社

421.2 世界一有名な数式「E=mc[2]」を証明する 福江 純 日本能率協会マネジメントセンター

443.5 ついに見えたブラックホール 谷口 義明 丸善出版

457 もがいて、もがいて、古生物学者!! 木村 由莉 ブックマン社

461.04 生き物が大人になるまで 稲垣 栄洋 大和書房

469.2 魚食の人類史  (NHKブックス) 島 泰三 NHK出版

480 世界一の巨大生物 グレイム・D.ラクストン エクスナレッジ

480.9 マンモスの帰還と蘇る絶滅動物たち トーリル・コーンフェルト エイアンドエフ

486 オオカマキリと同伴出勤 森上 信夫 築地書館

488 ほっこり鳥日和 叶内 拓哉 文一総合出版

493.7 作業療法士がすすめる認知症ケアガイド ローラ・N.ギトリン クリエイツかもがわ

493.8 感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか 小田中 直樹 日経BP

498.6 日本のコロナ致死率は、なぜ欧米よりも圧倒的に低いのか? 宝島社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

500　工学・家庭

501.6 エネルギーの物語 マイケル・E.ウェバー 原書房

507.1 はじめての発明 松本 奈緒美 新泉社

520.8 東京 隈 研吾 KADOKAWA

543.1 最新電力システムの基本と仕組みがよーくわかる本 木舟 辰平 秀和システム

558.9 潜水士の道 鉄 芳松 マガジンランド

581.1 南部鉄器のある暮らし 釜定・書籍プロジェクト実行委員会 青幻舎

588.09 フードテック革命 田中 宏隆 日経BP

589.2 百女百様 はらだ 有彩 内外出版社

590.2 英国レシピと暮らしの文化史 エレイン・レオン 原書房

594 糸紡ぎのテクニックとデザイン 青島 由佳 誠文堂新光社

596ﾀﾂﾐ 辰巳芳子ご飯と汁物 辰巳 芳子 NHK出版

596.2 だしの研究 山本 晴彦 柴田書店

600　産 業
625.8 パッションフルーツ  (新特産シリーズ) 米本 仁巳 農山漁村文化協会

629.2 京都発・庭の歴史 今江 秀史 世界思想社

642.1 肉とすっぽん 平松 洋子 文藝春秋

657.8 わさびの日本史 山根 京子 文一総合出版

673.8 成城石井 世界の果てまで、買い付けに。 上阪 徹 自由国民社

686.2 夜行列車の記憶  (旅鉄BOOKS) 松本 典久 天夢人

686.2 山手線駅ものがたり  (旅鉄BOOKS) 南 正時 天夢人

687.7 日航123便墜落圧力隔壁説をくつがえす 青山 透子 河出書房新社

699 テレビジョン レイモンド・ウィリアムズ ミネルヴァ書房

700　芸術・体育
721.02 鳥獣戯画の国  (たのしい日本美術) 金子 信久 講談社

723.3 もっと知りたいピカソ  (アート・ビギナーズ・コレクション) 大高 保二郎 東京美術

724.1 12のヒントで学ぶ初心者のための俳画教室 伊藤 青翔 日貿出版社

725 キム・ラッキの人体ドローイング キム ラッキ オーム社

727 失敗しないデザイン 平本 久美子 翔泳社

748 東京、コロナ禍。 初沢 亜利 柏書房

762.3 ヨーロッパ音楽の歴史 金澤 正剛 音楽之友社

769.9 名作バレエ70鑑賞入門 渡辺 真弓 世界文化社

778.4 ハリウッド式映画制作の流儀 リンダ・シーガー フィルムアート社

780.6 五輪と万博 畑中 章宏 春秋社

780.7 筋力強化の教科書 石井 直方 東京大学出版会

783.4 ラグビー日本代表ONE TEAMの軌跡 藤井 雄一郎 講談社

783.6 卓球勝つための思考と戦術 岸川 聖也 実業之日本社

786 PRIMITIVE TECHNOLOGY ジョン プラント 技術評論社

795 「用語・手筋・形」がまとめてわかる囲碁辞典 大橋 成哉 マイナビ出版

796 羽生善治の脳トレ一手詰 羽生 善治 小学館クリエイティブ

800  語 学
802 言語の起源 ダニエル・L.エヴェレット 白揚社

809.6 オンライン会議の教科書 堀 公俊 朝日新聞出版

814.5 類語ニュアンス辞典 中村 明 三省堂

816 独学文章術 礫川 全次 日本実業出版社

816.6 心が伝わるお礼の手紙・はがきマナー&文例集 杉本 祐子 主婦の友社

835 英文法には「意味」がある デイヴィッド・クリスタル 大修館書店

900　文 学
(日本文学)

910.2ｴﾄｶ 江戸川乱歩語辞典 奈落 一騎 誠文堂新光社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

910.2ｽﾐﾉ 他者の在処 土田 知則 小鳥遊書房

910.2ﾔﾏﾑ 京都に女王と呼ばれた作家がいた 花房 観音 西日本出版社

911.56 夏の雲は忘れない 夏の会 大月書店

911.58 童謡・わらべうたの言葉とこころ 若井 勲夫 勉誠出版

913.6ｱﾝｼ ヴァルキリー 安生 正 徳間書店

913.6ｲｶﾈ Sが泣いた日 伊兼 源太郎 講談社

913.6ｲｶﾗ 法廷遊戯 五十嵐 律人 講談社

913.6ｲｼｶ 断罪 石川 智健 光文社

913.6ｲｽﾐ 江戸のおんな大工 泉 ゆたか KADOKAWA

913.6ｲﾇｼ あの夏の日、私は君になりたかった。 いぬじゅん スターツ出版

913.6ｲﾉｳ そこにはいない男たちについて 井上 荒野 角川春樹事務所

913.6ｳｴﾀ 陽眠る 上田 秀人 角川春樹事務所

913.6ｶｲﾄ ポーラースター [4] 海堂 尊 文藝春秋

913.6ｶﾜｾ 二重拘束のアリア 川瀬 七緒 小学館

913.6ｷﾀ 対極 鬼田 隆治 小学館

913.6ｷﾀｶ チンギス紀 8 北方 謙三 集英社

913.6ｻｸﾗ 偽りの君と、十四日間の恋をした 櫻 いいよ KADOKAWA

913.6ｻｻｷ 図書館の子 佐々木 譲 光文社

913.6ｻｻﾓ 希望の峰マカルー西壁 笹本 稜平 祥伝社

913.6ｼﾉﾊ 蒼天の王土 篠原 悠希 KADOKAWA

913.6ｼﾊｻ 百年と一日 柴崎 友香 筑摩書房

913.6ｽｽｷ 光秀の選択 鈴木 輝一郎 毎日新聞出版

913.6ｽﾅｶ 臆病な都市 砂川 文次 講談社

913.6ﾀｶﾔ 首里の馬 高山 羽根子 新潮社

913.6ﾀｹﾓ これはミステリではない 竹本 健治 講談社

913.6ﾀﾝ さよなら、エンペラー 暖 あやこ 新潮社

913.6ﾃﾗﾁ やわらかい砂のうえ 寺地 はるな 祥伝社

913.6ﾅｶﾔ 毒島刑事最後の事件 中山 七里 幻冬舎

913.6ﾆﾚ 食王 楡 周平 祥伝社

913.6ﾉﾘｼ ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ 乗代 雄介 国書刊行会

913.6ﾊﾀｹ いちねんかん  ([「しゃばけ」シリーズ]) 畠中 恵 新潮社

913.6ﾊﾏｸ お父さんはユーチューバー 浜口 倫太郎 双葉社

913.6ﾊﾏﾀ 小説アドルフ・ヒトラー 2 濱田 浩一郎 アルファベータブックス

913.6ﾊﾔﾐ 令夢の世界はスリップする はやみね かおる 講談社

913.6ﾋﾗｲ 立待岬の鷗が見ていた 平石 貴樹 光文社

913.6ﾌｼﾀ 季節を告げる毳毳は夜が知った毛毛毛毛 藤田 貴大 河出書房新社

913.6ﾎﾝｼ オールドタイムズ 本城 雅人 講談社

913.6ﾏﾐﾔ 捨て猫のプリンアラモード 麻宮 ゆり子 角川春樹事務所

913.6ﾐｽｻ ミライヲウム 水沢 秋生 小学館

913.6ﾐﾂﾀ そこに無い家に呼ばれる 三津田 信三 中央公論新社

913.6ﾐﾅﾐ ブラックウェルに憧れて 南 杏子 光文社

913.6ﾑﾗｶ 一人称単数 村上 春樹 文藝春秋

913.6ﾓﾁｽ 哄(わら)う北斎 望月 諒子 光文社

913.6ﾓﾘﾐ 四畳半タイムマシンブルース 森見 登美彦 KADOKAWA

913.6ﾓﾛﾀ 女だてら 諸田 玲子 KADOKAWA

913.6ﾕｳｷ プロジェクト・インソムニア 結城 真一郎 新潮社

913.6ﾘ 星月夜 李 琴峰 集英社

913.6ﾜﾀﾘ 悪霊じいちゃん風雲録 輪渡 颯介 早川書房

914.6ｱﾗｼ 生きる! 嵐山 光三郎 新講社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

914.6ｲﾄｳ ど忘れ書道 いとう せいこう ミシマ社

914.6ｲﾉｳ 小説をめぐって 井上 ひさし 岩波書店

914.6ｺﾋﾔ 人生讃歌 小檜山 博 河出書房新社

914.6ﾓｴｶ すべて忘れてしまうから 燃え殻 扶桑社

914.6ﾖｼﾀ 欲が出ました ヨシタケ シンスケ 新潮社

914.6ﾖｼﾀ 奇妙な星のおかしな街で 吉田 篤弘 春陽堂書店

914.6ﾜｶﾏ 弱さのちから 若松 英輔 亜紀書房

915.6ﾓﾘ 森メトリィの日々  森 博嗣 講談社

916ﾂｼ ノモンハン秘史 辻 政信 毎日ワンズ

（外国文学）

929.1 殺人の品格 イ ジュソン 扶桑社

933.6ﾊﾄﾗ エレホン サミュエル・バトラー 新潮社

933.7ｺｽ メアリ・ジキルとマッド・サイエンティストの娘たち シオドラ・ゴス 早川書房

933.7ﾏｸｿ ウィトゲンシュタインの愛人 デイヴィッド・マークソン 国書刊行会

933.7ﾘ パチンコ 上・下 ミン・ジン・リー 文藝春秋

933.7ﾙｶﾚ スパイはいまも謀略の地に ジョン・ル・カレ 早川書房

936ﾎｽ それでもあなたを「赦す」と言う ジェニファー・ベリー・ホーズ 亜紀書房

936ﾗﾝﾄ メイドの手帖 ステファニー・ランド 双葉社

953.7 朝露の主たち ジャック・ルーマン 作品社

983 悲劇的な動物園 三十三の歪んだ肖像 リジヤ・ジノヴィエワ=アンニバル 群像社

【参考図書】

345.5 評価倍率表 令和2年分第1分冊 全国官報販売協同組合

345.5 路線価図 令和2年分第3分冊 東京国税局 全国官報販売協同組合

369.3 防災白書 令和2年版 内閣府 日経印刷

369.4 子ども白書 2020 日本子どもを守る会 かもがわ出版

371.7 警察白書 令和2年版 警察庁 日経印刷

390.5 防衛年鑑 2020年版 防衛年鑑刊行会 防衛メディアセンター

392.1 防衛ハンドブック 2020 朝雲新聞社出版業務部 朝雲新聞社

509.2 ものづくり白書 2020年版 経済産業省 日経印刷

601.1 首都圏白書 令和2年版 国土交通省 勝美印刷

610.5 食料・農業・農村白書 令和2年版 農林水産省 農林統計協会

652.1 森林・林業白書 令和2年版 林野庁 全国林業改良普及協会

660.5 水産白書 令和2年版 水産庁 農林統計協会

816.07 マスコミ用語担当者がつくった使える!用字用語辞典 前田 安正 三省堂

910.3 文藝年鑑 2020 日本文藝家協会 新潮社

(郷土資料)

K069 研究紀要 第２６号 千葉市立郷土博物館 千葉市立郷土博物館

K291 オランダ遺産 利根運河 ゆるっとさんぽ ２０２０ 流山本町・利根運河ツーリズム推進課 流山本町・利根運河ツーリズム推進課

【児童図書】

104 14歳の教室 若松 英輔 NHK出版

289ﾏｷ 牧野富太郎  (はじめて読む科学者の伝記) 清水 洋美 汐文社

333 SDGsのきほん 2 稲葉 茂勝 ポプラ社

400 ジュニアサイエンス大図鑑 DK社 河出書房新社

457 恐竜の迷路 香川 元太郎 PHP研究所

458 これだけは知っておきたい岩石・鉱物図鑑 デヴィン・デニー パイインターナショナル

467 すごいぞ!進化 アンナ・クレイボーン NHK出版

470 世界の植物大図鑑 サラ・ホゼ 河出書房新社

481 集めてわかるぬけがらのなぞ 盛口 満 少年写真新聞社

481 おちばのしたをのぞいてみたら… 皆越 ようせい ポプラ社

481 どうぶつのかおならべてみた! 高岡 昌江 ポプラ社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

501 再生可能エネルギー図鑑 Looop 日経BP

645 捨て犬・未来、しあわせの足あと 今西 乃子 岩崎書店

650 もののけまもる森  (シリーズ・自然いのちひと) 藤原 幸一 ポプラ社

664 さかな博士のレアうま魚図鑑 伊藤 柚貴 日東書院本社

727 こども文様じてん 下中 菜穂 平凡社

913ｱｶ こぐまと星のハーモニカ  (おはなしのまど) 赤羽 じゅんこ フレーベル館

913ｱﾘ お庭番デイズ 上・下 有沢 佳映 講談社

913ｻｲ レストランのおばけずかん  (どうわがいっぱい) 斉藤 洋 講談社

913ｻｸ イイズナくんは今日も、  (カラフルノベル) 櫻 いいよ PHP研究所

913ﾆｷ マギオ・ムジーク  (JULA NOVELS) 仁木 英之 JULA出版局

913ﾆｼ 消えた落とし物箱  (ジュニア文学館) 西村 友里 学研プラス

913ﾊﾅ あおいの世界 花里 真希 講談社

913ﾖｼ ばかみたいって言われてもいいよ 吉田 桃子 講談社

933ｶﾄ ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ 小学館

933ｺﾙ きみの声がききたくて  (文研ブックランド) オーウェン・コルファー 文研出版

933ﾆﾙ ぼくだけのぶちまけ日記  (STAMP BOOKS) スーザン・ニールセン 岩波書店

933ﾛﾂ ステラ・モンゴメリーの冒険 3 ジュディス・ロッセル 評論社

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｵ ここにいる あおき ひろえ 廣済堂あかつき

Eｱﾊ どうぶつたちのじどうしゃレース アバシ・ムブカ かもがわ出版

Eｲﾜ ばけばけばけばけばけたくん おかしの巻 岩田 明子 大日本図書

Eｳﾝ 4さいのこどもって、なにがすき? トミー・ウンゲラー 好学社

Eｴﾑ きりんりんりん エムナマエ 新日本出版社

Eｴﾑ わんわんバス エムナマエ 新日本出版社

Eｶﾙ ひみつだからね 軽部 武宏 偕成社

Eｷﾀ かしたつもり×もらったつもり 北村 裕花 くもん出版

Eｻｶ ちいさなちいさなうみのおさんぽ さかい さちえ 教育画劇

Eｽｽ どこちゃん 鈴木 のりたけ PHP研究所

Eﾀﾆ カメレオンのかきごおりや 谷口 智則 アリス館

Eﾀﾝ やさいだいすきだワニ タンム・ニュウ おむすび舎

Eﾅｶ きりばあちゃんのともだち なかや みわ 小学館

Eﾊﾀ こんにちは!わたしのえ  (ほるぷ創作絵本) はた こうしろう ほるぷ出版

Eﾊﾄ ステラとカモメとプラスチック イジー・バートン 岩崎書店

Eﾊﾏ おめでとうかいぎ 浜田 桂子 理論社

Eﾌﾗ ほしのこども フレヤ・ブラックウッド 岩波書店

Eﾌﾗ スマホをひろったにわとりは ニック・ブランド マイクロマガジン社

Eﾌﾘ カールはなにをしているの? デボラ・フリードマン BL出版

Eﾎﾘ けしごむぽんいぬがわん ほりかわ りまこ ひさかたチャイルド

Eﾏﾂ ベッドのなかはきょうりゅうのくに まつおか たつひで 童心社

Eﾏﾂ かぶしきがいしゃくも  (えほんのぼうけん） 松屋 真由子 岩崎書店

Eﾏﾂ びんにいれたおほしさま サラ・マッシーニ 主婦の友社

Eﾐﾈ タコとイカはどうちがう? 峯水 亮 ポプラ社

Eﾐﾔ きみにありがとうのおくりもの 宮野 聡子 教育画劇

Eﾑﾗ まっている。  (講談社の創作絵本) 村上 康成 講談社

Eﾔｼ わっしょい やじま ますみ ポプラ社

Eﾔﾂ やとのいえ 八尾 慶次 偕成社

Eﾔﾏ ぼくんちのおふろ 山田 美津子 理論社

Eﾔﾏ おれ、きょうりゅうしんかんせん 山口 マオ 交通新聞社

Eﾖｼ ねぐせのしくみ ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

Eﾗﾓ わたしのふうせん マリオ・ラモ 平凡社

Eﾛﾃ 環境破壊モンスターから地球を救おう! マリー・G.ローデ 河出書房新社
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