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【一般図書】

000　総 記
007.1 ScratchでAIを学ぼう 伊藤 真 日経BP

007.3 ネット興亡記 杉本 貴司 日経BP日本経済新聞出版本部

007.3 AIと社会と法 宍戸 常寿 有斐閣

007.6 1週間でC言語の基礎が学べる本 亀田 健司 インプレス

007.6 Scratchで学ぶビジュアルプログラミング 黒川 利明 朝倉書店

010.2 戦国の図書館 新藤 透 東京堂出版

019 読書の歴史を問う 和田 敦彦 文学通信

019.9 人生の教養を高める読書法 武田 鉄矢 プレジデント社

100　哲 学
102.8 図鑑世界の哲学者 サイモン・ブラックバーン 東京書籍

104 現実性の問題 入不二 基義 筑摩書房

112 西田哲学とその彼岸 重久 俊夫 晃洋書房

146.8 SNSカウンセリング・ケースブック 杉原 保史 誠信書房

151.2 自己責任という暴力 齋藤 雅俊 未來社

159.4 のびのび働く技術 リズ・フォスリエン 早川書房

185.7 こんなにもすばらしい10人の住職 『月刊住職』編集部 興山舎

188.8 永平寺の四季 落井 俊一 東方出版

200　歴史・地理
209 「宗教」で読み解く世界史 宇山 卓栄 日本実業出版社

210.3 日本神話の迷宮 藤井 勝彦 天夢人

210.4 本当は誤解だらけの戦国合戦史 海上 知明 徳間書店

210.58 新選組粛清録 伊東 成郎 河出書房新社

210.74 昭和史の声 早坂 隆 飛鳥新社

210.75 戦時下のくらし  (別冊太陽 日本のこころ) 小泉 和子 平凡社

232.8 ローマ帝国の崩壊 ブライアン・ウォード=パーキンズ 白水社

253.03 海賊の栄枯盛衰  (フェニックスシリーズ) エリック・ジェイ・ドリン パンローリング

265.3 地図でスッと頭に入るアメリカ50州 デイビッド・セイン 昭文社

280.4 世界は女性が変えてきた ケイト・ホッジス 東京書籍

281.04 まなざしの力 渡辺 考 かもがわ出版

289.1ｱｹﾁ 江戸時代の明智光秀 村上 紀夫 創元社

289.1ｲｲ 国賊か、英傑か大老井伊直弼の生涯 田原 総一朗 海竜社

289.1ｼﾌｻ 渋沢栄一 人生をひらく 前田 信弘 日本能率協会マネジメントセンター

289.3ｶｺﾘ ザ・ギャンブラー ウィリアム・C.レンペル ダイヤモンド社

290.9 少女のための海外の話 三砂 ちづる ミツイパブリッシング

291.09 全国御城印大図鑑 攻城団 宝島社

291.3 地図で楽しむ本当にすごい千葉 都道府県研究会 宝島社

295.3 アメリカ暮らしすぐに使える常識集 山本 美知子 亜紀書房

297.8 極地絶景 クント・フェアラーク グラフィック社

300　社会科学
302.2 地図で見るイスラエルハンドブック フレデリック・アンセル 原書房

302.5 東大塾現代アメリカ講義 矢口 祐人 東京大学出版会

304ﾌｸﾔ 歴史の終わり 上・下 フランシス・フクヤマ 三笠書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

309.02 抗議するアートグラフィックス ジョー・リッポン グラフィック社

316.8 ブラック・ライヴズ・マター 河出書房新社

316.8 黒い皮膚・白い仮面 フランツ・ファノン みすず書房

317.9 シークレットサービス ジェリー・パー 中央公論新社

319.1 日本復喝! 佐々木 類 ハート出版

321.2 法思想史入門 西村 清貴 成文堂

326.5 犯罪からの社会復帰を問いなおす 掛川 直之 旬報社

331 アセモグル/レイブソン/リスト 入門経済学 ダロン・アセモグル 東洋経済新報社

332.1 アフターバブル 小幡 績 東洋経済新報社

334.4 移民が導く日本の未来 毛受 敏浩 明石書店

335.4 図解でわかるM&A入門 桂木 麻也 翔泳社

336 事業者のためのパンデミックへの法的対応 松嶋 隆弘 ぎょうせい

336 KPI大全 グロービス 東洋経済新報社

338.9 ポストコロナの米中覇権とデジタル人民元 遠藤 誉 実業之日本社

361.4 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山 至貴 WAVE出版

361.6 人はなぜ憎しみあうのか 上・下 マーク・W.モフェット 早川書房

361.8 ビリオネア・インド ジェイムズ・クラブツリー 白水社

365.3 経済学で考える人口減少時代の住宅土地問題 山崎 福寿 東洋経済新報社

366 ブルシット・ジョブ デヴィッド・グレーバー 岩波書店

366.2 女子の副業 滝岡 幸子 青春出版社

366.3 男性育休の困難 齋藤 早苗 青弓社

369.3 ロヒンギャ差別の深層 宇田 有三 高文研

376.8 変動する大学入試 伊藤 実歩子 大修館書店

378.5 吃音のある子どもと家族の支援 堅田 利明 学苑社

382.1 あのころ、うちのテレビは白黒だった 平野 恵理子 海竜社

383.8 幻のアフリカ納豆を追え! 高野 秀行 新潮社

397.2 イギリス海上覇権の盛衰 上・下 ポール・ケネディ 中央公論新社

400　自然科学
410.4 公式より大切な「数学」の話をしよう ステファン・ボイスマン NHK出版

410.4 数学、それは宇宙の言葉 サム・パーク 岩波書店

414.02 世界は幾何学で作られている アミーア・アレクサンダー 柏書房

431.1 周期表図鑑 トム・ジャクソン ニュートンプレス

451.6 ときめく雲図鑑 菊池 真以 山と溪谷社

460.4 これからの時代を生き抜くための生物学入門 五箇 公一 辰巳出版

471 FLORA図鑑植物の世界 スミソニアン協会 東京書籍

486 昆虫のとんでもない世界  (別冊太陽 日本のこころ) 丸山 宗利 平凡社

487.9 日本の爬虫類・両生類野外観察図鑑 川添 宣広 誠文堂新光社

491.3 14歳からの生物学 サリー・ヒル 白水社

491.3 人体大図鑑 坂井 建雄 ニュートンプレス

498.6 史上最悪の感染症 マイケル・オスターホルム 青土社

500　工学・家庭
502 世界を変えた発明発見 ジャンニ・モレッリ すばる舎

507.2 ロボジョ! 稲穂 健市 楽工社

520.2 ゼロからはじめる建築の<歴史>入門 原口 秀昭 彰国社

523.1 日本展望タワー大全 かねだ ひろ 辰巳出版

524.2 建築仕上材料と技術の知識 中山 實 鹿島出版会

538.02 ザ・ヒストリー航空機大百科 アンソニー・エバンス ニュートンプレス

549.8 よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 佐藤 淳一 秀和システム

588.09 最新食品業界の動向とカラクリがよーくわかる本 中村 恵二 秀和システム

590 60過ぎたらコンパクトに暮らす 藤野 嘉子 講談社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

590 持続可能な社会をつくる生活経営学 日本家政学会生活経営学部会 朝倉書店

593.3 お繕いの本 野口 光 日本ヴォーグ社

596ｱﾘﾓ しょうがの料理 有元 葉子 東京書籍

596ｽｷﾔ おいしい料理のサイエンス 杉山 文 化学同人

596.7 はじめよう!ノンアルコール 岩倉 久恵 柴田書店

599 いい子が生まれる胎教音読 山口 謠司 さくら舎

600　産 業
625.8 甘いバナナの苦い現実 石井 正子 コモンズ

626.9 おうちでとれたて野菜 河村 毬子 河出書房新社

627.9 季節を楽しむボタニカルリース 唐津 攝子 ナツメ社

645.7 家ねこ大全285 藤井 康一 KADOKAWA

646.9 びわ湖の畔のニホンミツバチ 尼川 タイサク サンライズ出版

666.9 うおづら 森岡 篤 大和書房

673.7 ニトリの働き方 似鳥 昭雄 大和書房

675 ブランディングの科学 新市場開拓篇 バイロン・シャープ 朝日新聞出版

689.8 最新ホテル業界大研究 中村 正人 産学社

700　芸術・体育
701.3 教養としてのお金とアート 山本 豊津 KADOKAWA

702 アートにみる身ぶりとしぐさの文化史 デズモンド・モリス 三省堂

721.8 浮世絵の解剖図鑑 牧野 健太郎 エクスナレッジ

721.9 近代京都日本画史 植田 彩芳子 求龍堂

728 賞状の書き方 前田 篤信 日貿出版社

750.2 にっぽんの美しい民藝 萩原 健太郎 エクスナレッジ

757.3 マカロン配色見本帖 早坂 優子 視覚デザイン研究所

778.7 日本アニメ誕生 豊田 有恒 勉誠出版

780.4 対談・座談現代スポーツの論点 友添 秀則 大修館書店

783.5 バドミントンうまく動ける体になるトレーニング 神田 潤一 ベースボール・マガジン社

783.6 卓球王水谷隼終わりなき戦略 水谷 隼 卓球王国

788.1 詳しくなる大相撲 根間 弘海 専修大学出版局

795 AIの手法と次の一手 韓 鐵均 東京創元社

800  語 学
809.6 はじめてのグラフィックレコーディング 久保田 麻美 翔泳社

810.4 伝統芸能ことば蔵一〇〇 村 尚也 檜書店

811.2 遊遊漢字学中国には「鰯」がない 阿辻 哲次 日経BP日本経済新聞出版本部

816 書くのがしんどい 竹村 俊助 PHP研究所

830
学校の先生も答えられない
「英語のなぜ?」がわかる図鑑

伏木 賢一 青春出版社

837.8 伝えたい言葉がすぐ見つかる日常英会話フレーズ 池田書店編集部 池田書店

900　文 学
(日本文学)

902.3 引き裂かれた世界の文学案内 都甲 幸治 大修館書店

910.2 プライヴァシーの誕生 日比 嘉高 新曜社

911.3 俳句いまむかし 坪内 稔典 毎日新聞出版

913.6ｱｲﾀ げいさい 会田 誠 文藝春秋

913.6ｱｵﾔ 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳 碧人 双葉社

913.6ｱｶﾏ 白蟻女 赤松 利市 光文社

913.6ｱｻｲ 類 朝井 まかて 集英社

913.6ｱｻﾉ ハリネズミは月を見上げる あさの あつこ 新潮社

913.6ｱｼｻ 僕の神さま 芦沢 央 KADOKAWA

913.6ｱｿｳ トツ! 麻生 幾 幻冬舎
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913.6ｱﾍ 楽園の烏  ([八咫烏シリーズ]) 阿部 智里 文藝春秋

913.6ｲｼﾀ 獣たちのコロシアム  (池袋ウエストゲートパーク) 石田 衣良 文藝春秋

913.6ｲﾂｷ 空想クラブ 逸木 裕 KADOKAWA

913.6ｵｵﾀ 猿神 太田 忠司 幻冬舎

913.6ｵｸｲ 死神の棋譜 奥泉 光 新潮社

913.6ｵｸﾗ 極刑 小倉 日向 双葉社

913.6ｵﾁ 恐ろしくきれいな爆弾 越智 月子 小学館

913.6ｵﾉﾃ タクジョ! 小野寺 史宜 実業之日本社

913.6ｵﾝ 魯肉飯(ロバプン)のさえずり 温 又柔 中央公論新社

913.6ｵﾝﾀ スキマワラシ 恩田 陸 集英社

913.6ｶﾄｲ 銀閣の人 門井 慶喜 KADOKAWA

913.6ｶﾈﾊ fishy 金原 ひとみ 朝日新聞出版

913.6ｶﾉｳ 二百十番館にようこそ 加納 朋子 文藝春秋

913.6ｶﾒｲ へんぶつ侍、江戸を走る 亀泉 きょう 小学館

913.6ｶﾜﾍ アルヒのシンギュラリティ 河邉 徹 クラーケンラボ

913.6ｷﾀﾑ 雪月花 北村 薫 新潮社

913.6ｷﾉｼ サピエンス前戯 木下 古栗 河出書房新社

913.6ｷﾖｳ 今昔百鬼拾遺-月  ([百鬼夜行シリーズ]) 京極 夏彦 講談社

913.6ｺｳﾉ 昨日星を探した言い訳 河野 裕 KADOKAWA

913.6ｺｳﾍ 恋とポテトとクリスマス  (Eバーガー) 神戸 遙真 講談社

913.6ｺﾊﾔ 未来からの脱出 小林 泰三 KADOKAWA

913.6ｻｲｼ 心淋し川 西條 奈加 集英社

913.6ｻｶｶ インビジブル 坂上 泉 文藝春秋

913.6ｻｻｷ 降るがいい 佐々木 譲 河出書房新社

913.6ｻﾜﾑ うるはしみにくしあなたのともだち 澤村 伊智 双葉社

913.6ｼﾔｾ 楽園とは探偵の不在なり 斜線堂 有紀 早川書房

913.6ｼﾗｲ 名探偵のはらわた 白井 智之 新潮社

913.6ｼﾝｺ 償いの流儀 神護 かずみ 講談社

913.6ｽｽｷ 海の怪 鈴木 光司 集英社

913.6ﾀｹﾀ 愛されなくても別に 武田 綾乃 講談社

913.6ﾀﾅｶ 竹林の七探偵 田中 啓文 光文社

913.6ﾃﾗﾁ 彼女が天使でなくなる日 寺地 はるな 角川春樹事務所

913.6ﾄｵﾀ 雨の中の涙のように 遠田 潤子 光文社

913.6ﾅｶｳ アンダードッグス 長浦 京 KADOKAWA

913.6ﾅｶｼ かきあげ家族 中島 たい子 光文社

913.6ﾅｶﾔ テロリストの家 中山 七里 双葉社

913.6ﾅﾂﾊ Cocoon 5 夏原 エヰジ 講談社

913.6ﾆｼｻ 夢魔の牢獄 西澤 保彦 講談社

913.6ﾊﾗﾀ 口福のレシピ 原田 ひ香 小学館

913.6ﾊﾘﾕ 隣人X パリュスあや子 講談社

913.6ﾌﾙｲ アスク・ミー・ホワイ 古市 憲寿 マガジンハウス

913.6ﾎﾝﾀ もう、聞こえない 誉田 哲也 幻冬舎

913.6ﾏｴｶ 愛しのシャロン 前川 裕 新潮社

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ﾐﾈｻ 地霊都市 嶺里 俊介 KADOKAWA

913.6ﾐﾔｷ CAボーイ 宮木 あや子 KADOKAWA

913.6ﾐﾔﾓ 灯台からの響き 宮本 輝 集英社

913.6ﾔｽｷ 純喫茶パオーン 椰月 美智子 角川春樹事務所

913.6ﾔﾏﾀ デス・レター 山田 正紀 東京創元社

913.6ﾖｺｾ 帰ってきたK2  (池袋署刑事課神崎・黒木) 横関 大 講談社
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913.6ﾖｼｶ 海蝶 吉川 英梨 講談社

913.6ﾖｼﾅ 初夏の訪問者  (紅雲町珈琲屋こよみ) 吉永 南央 文藝春秋

913.6ﾖｼﾓ ぴりりと可楽! 吉森 大祐 講談社

913.6ﾜﾀﾅ 悪い姉 渡辺 優 集英社

914.6ｱﾝﾉ 私捨悟入 安野 光雅 朝日新聞出版

914.6ｵﾁｱ 明るい覚悟 落合 恵子 朝日新聞出版

914.6ﾂｼ なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない 辻 仁成 あさ出版

914.6ﾏﾂｵ ニッポンの違和感 松尾 貴史 毎日新聞出版

914.6ﾑﾗｲ 村井さんちの生活 村井 理子 新潮社

915.6ﾖｼﾀ 酒場詩人の美学 吉田 類 中央公論新社

（外国文学）

923.7 死亡通知書 暗黒者 周 浩暉 早川書房

929.1 優しい暴力の時代 チョン イヒョン 河出書房新社

929.1 舎弟たちの世界史  (韓国文学セレクション) イ ギホ 新泉社

933.7ｱﾄｳ 獄中シェイクスピア劇団  (語りなおしシェイクスピア) マーガレット・アトウッド 集英社

933.7ｳｲﾘ アウグストゥス ジョン・ウィリアムズ 作品社

933.7ｼﾔﾌ レイラの最後の10分38秒 エリフ・シャファク 早川書房

933.7ｽﾀﾚ 笑う仏(ラッフィング・ブッダ) ヴィンセント・スターレット 論創社

933.7ﾃｲﾗ ヘル・ホローの惨劇 P.A.テイラー 論創社

933.7ﾄﾚﾊ ラスト・ストーリーズ ウィリアム・トレヴァー 国書刊行会

933.7ﾌｱﾊ サブリナとコリーナ カリ・ファハルド=アンスタイン 新潮社

933.7ﾌｲﾙ ジャンクフードは罪の味  (お毒見探偵) チェルシー・フィールド 原書房

933.7ﾏﾂｶ 心は孤独な狩人 カーソン・マッカラーズ 新潮社

933.7ﾙｸｲ 現想と幻実 アーシュラ・K.ル=グウィン 青土社

933.7ﾛﾝﾄ 赤死病 ジャック・ロンドン 白水社

933.7 巨大IT企業クラウドの光と影 ロブ・ハート 早川書房

953.7 ブラック・ハンター ジャン=クリストフ・グランジェ 早川書房

953.7 青い目のジャン ジャン・ジオノ 彩流社

【参考図書】

010.5 図書館年鑑 2020 日本図書館協会 日本図書館協会

288.9 大図鑑旗章の世界史 苅安 望 山川出版社

314.03 国会便覧 令和2年8月新版 シュハリ・イニシアティブ

314.1 國會議員要覧 令和2年8月版 国政情報センター

345.1 税法便覧 令和2年度版 川上 文吾 税務研究会出版局

350.9 世界国勢図会 2020/21 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

364.4 ジェネリック医薬品リスト 令和2年8月版 医薬情報研究所 じほう

367.2 女性白書 2020 日本婦人団体連合会 ほるぷ出版

369.4 少子化社会対策白書 令和2年版 内閣府 日経印刷

376.1 保育白書 2020年版 全国保育団体連絡会 ちいさいなかま社

601.1 国土交通白書 2020 国土交通省 日経印刷

(郷土資料)

K311 流山市行政報告書 令和元年度  (附 継続費精算報告書) 流山市財政部財政調整課

K314 流山市議会会議録 令和2年6月 流山市議会事務局 流山市議会

K369 企画展 流山の災害史 流山市立博物館 流山市立博物館

K901 タラの木  第２８号 小野 孝夫 タラの木文学会

【児童図書】

007 やさしくわかるデジタル時代の情報モラル 1～5 技術評論社

159 10代の「めんどい」が楽になる本 内田 和俊 KADOKAWA

159 パワーブック クレア・サンダース 東京書籍

366 大人は知らない今ない仕事図鑑100 澤井 智毅 講談社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

440 星空をつくるプラネタリウム・クリエーター大平貴之 楠 章子 文研出版

468 さぐろう生物多様性  (楽しい調べ学習シリーズ) 岡崎 務 PHP研究所

487 はっけん!ニホンイシガメ 関 慎太郎 緑書房

487 はっけん!ニホンヤモリ 関 慎太郎 緑書房

493 みんなに話したくなる感染症のはなし  (14歳の世渡り術) 仲野 徹 河出書房新社

493 スマホとゲーム障害  (健康ハッピーシリーズ) 内海 裕美 少年写真新聞社

686 櫻井寛さんの全国私鉄路線と車両大図鑑 櫻井 寛 世界文化社

911.1 はじめて出会う短歌100 千葉 聡 短歌研究社

913ｵｵ 俳句ステップ!  (こころのつばさシリーズ) おおぎやなぎ ちか 佼成出版社

913ｷｳ AIロボット、ひと月貸します! 木内 南緒 岩崎書店

913ｻﾄ 世界とキレル 佐藤 まどか あすなろ書房

913ﾔｴ 山のトントン やえがし なおこ 講談社

933ﾄﾚ キャラメル色のわたし シャロン・M.ドレイパー 鈴木出版

933ﾏｸ 父さんのことば パトリシア・マクラクラン リーブル

973ﾌﾘ 紙の心 エリーザ・プリチェッリ・グエッラ 岩波書店

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｽ つるかめつるかめ あずみ虫 あすなろ書房

Eｲﾓ どうしてしっぽがないの? いもと ようこ ひかりのくに

Eｴｶ だれだれ?ハロウィン えがしら みちこ 白泉社

Eｵｵ かぼちゃのだいおう おおい じゅんこ ほるぷ出版

Eｵｵ めんのずかん 大森 裕子 白泉社

Eｵｶ まほうのハッピーハロウィン 岡田 千晶 ブロンズ新社

Eｶﾍ 子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語 ナンシー・カーペンター 西村書店

Eｺﾐ とりあえずまちましょう 五味 太郎 絵本館

Eｻｶ 梨の子ペリーナ 酒井 駒子 BL出版

Eｼﾖ きっとどこかに リチャード・ジョーンズ フレーベル館

Eｽｽ あるヘラジカの物語 鈴木 まもる あすなろ書房

Eｽﾛ ひろいひろいひろいせかいに ルイス・スロボドキン 偕成社

Eｿﾉ ねがいごと そのだ えり 学研プラス

Eﾀﾅ こんたのさかなつり 田中 友佳子 徳間書店

Eﾂｶ あっごきぶりだ! 塚本 やすし ポプラ社

Eﾂｷ おいかけっこでわらべうた つきおか ようた 成美堂出版

Eﾅｶ だいぶつさまおまつりですよ 中川 学 アリス館

Eﾊｶ オーケストラをつくろう エリーサ・パガネッリ BL出版

Eﾊｼ あさ  (先生からきみへ) 羽尻 利門 仮説社

Eﾋﾛ あ ひろせ げん アリス館

Eﾌｵ ポッコとたいこ マシュー・フォーサイス 化学同人

Eﾌﾛ みみずくと3びきのこねこ アリス・プロベンセン ほるぷ出版

Eﾎｼ トラといっしょに ジェシー・ホジスン 徳間書店

Eﾎﾌ もじゃもじゃペーター ハインリッヒ・ホフマン ほるぷ出版

Eﾏｾ のりものいっぱい!どこにいくの? 間瀬 なおかた ひさかたチャイルド

Eﾐｳ おふろにはいろ  (あかちゃんととととと) 三浦 太郎 童心社

Eﾐｳ ぼうしかぶって  (あかちゃんととととと) 三浦 太郎 童心社

Eﾓｽ サディがいるよ ジュリー・モースタッド 福音館書店

Eﾓﾗ ありがとう、アーモ! オーゲ・モーラ 鈴木出版

Eﾔｷ ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう げんいちろう 福音館書店

Eﾔﾉ ばんそうこうくださいな 矢野 アケミ WAVE出版

Eﾖｼ あつかったらぬげばいい ヨシタケ シンスケ 白泉社

Eﾘﾝ びーだまふくろう マルタイン・ファン・デル・リンデン ほるぷ出版

Eﾛﾍ これがぼくらにぴったり! アーノルド・ローベル 好学社
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