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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

【一般図書】

000　総 記
007.3 SNS暴力 毎日新聞取材班 毎日新聞出版

007.5 プロ司書の検索術  (図書館サポートフォーラムシリーズ) 入矢 玲子 日外アソシエーツ

007.6 機械翻訳 ティエリー・ポイボー 森北出版

007.6 なんでもPYTHONプログラミング 平林 純 技術評論社

019 学術書を読む 鈴木 哲也 京都大学学術出版会

019 ほんのよもやま話 瀧井 朝世 文藝春秋

019.5 子どもの本から世界をみる 石井 郁子 かもがわ出版

070.1 命を危険にさらして マリーヌ・ジャックマン 創元社

070.2 失われた報道の自由 マーク R.レヴィン 日経BP

100　哲 学
104 近代の虚妄 佐伯 啓思 東洋経済新報社

141.2 世界はありのままに見ることができない ドナルド・ホフマン 青土社

141.2 手の倫理  (講談社選書メチエ) 伊藤 亜紗 講談社

141.5 ポストトゥルース リー・マッキンタイア 人文書院

146.04 絵本がひらく心理臨床の世界 前川 あさ美 新曜社

159 コロナの時代の暮らしのヒント 井庭 崇 晶文社

159 超訳LIFE SHIFT リンダ・グラットン 東洋経済新報社

159.4 90歳まで働く 田原 総一朗 クロスメディア・パブリッシング

159.4 藁を手に旅に出よう 荒木 博行 文藝春秋

164.1 スサノヲの正体 戸矢 学 河出書房新社

167.04 イスラームの論理と倫理 中田 考 晶文社

175.9 京都異界に秘められた古社寺の謎 新谷 尚紀 ウェッジ

200　歴史・地理
210.1 0から学ぶ「日本史」講義 戦国・江戸篇 出口 治明 文藝春秋

210.1 日本大衆文化史 日文研大衆文化研究プロジェクト KADOKAWA

210.4 一冊でわかる戦国時代 大石 学 河出書房新社

210.58 明治維新の歴史 梅田 正己 高文研

210.61 明治維新の意味 北岡 伸一 新潮社

212 大学で学ぶ東北の歴史 東北学院大学文学部歴史学科 吉川弘文館

220 シルクロード世界史  (講談社選書メチエ) 森安 孝夫 講談社

222.01 中国の見方がわかる中国史入門 福村 国春 ベレ出版

230.3 ヨーロッパ古代「ケルト」の残照 武部 好伸 彩流社

234 旧ドイツ領全史  (旧領土スタディーズ) 衣笠 太朗 パブリブ

234.07 第三帝国を旅した人々 ジュリア・ボイド 白水社

289.1ｳｷﾀ 宇喜多秀家  (中世から近世へ) 大西 泰正 平凡社

289.1ﾅｶﾊ ジョン万次郎の羅針盤 中濱 武彦 冨山房インターナショナル

289.3ｴﾘｻ 王女物語 マリオン・クローフォード みすず書房

289.3ﾎﾜｲ キッチンの悪魔 マルコ・ピエール・ホワイト みすず書房

290.9 もてなしとごちそう 中村 安希 大和書房

291.09 親子でめぐる!御城印さんぽ 今泉 慎一 青春出版社

291.3 新橋パラダイス 村岡 俊也 文藝春秋

300　社会科学
302.2 人間の土地へ 小松 由佳 集英社インターナショナル
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

302.5 2020-2030アメリカ大分断 ジョージ・フリードマン 早川書房

304ｳﾁﾀ 日本習合論 内田 樹 ミシマ社

311.8 ファシズム マデレーン・オルブライト みすず書房

312.3 新危機の20年  (朝日選書) 下斗米 伸夫 朝日新聞出版

312.5 ジョン・ボルトン回顧録 ジョン・ボルトン 朝日新聞出版

313.8 20世紀の独裁者列伝 イカロス出版

318.2 大阪都構想&万博の表とウラ全部話そう 橋下 徹 プレジデント社

321.1 AIで変わる法と社会 宇佐美 誠 岩波書店

331 財政赤字の神話 ステファニー・ケルトン 早川書房

332.1 稼ぐ人は思い込みを捨てる。 坂口 孝則 幻冬舎

337.3 江戸の金本位制と水野家の幕閣たち 水野 忠尚 東京図書出版

338.1 最も賢い億万長者 上・下 グレゴリー・ザッカーマン ダイヤモンド社

364 「高齢ニッポン」をどう捉えるか 浜田 陽太郎 勁草書房

367.5 モテないけど生きてます ぼくらの非モテ研究会 青弓社

370 教育のディープラーニング マイケル・フラン 明石書店

371.5 才能はみだしっ子の育て方 酒井 由紀子 主婦の友社

372.1 日本のオンライン教育最前線 石戸 奈々子 明石書店

375.1 全国学力テストはなぜ失敗したのか 川口 俊明 岩波書店

377.04 大学という理念 吉見 俊哉 東京大学出版会

377.2 東大医学部 和田 秀樹 ブックマン社

383.8 フィッシュ・アンド・チップスの歴史 パニコス・パナイー 創元社

385.9 一流女性のあたりまえ 諏内 えみ 扶桑社

388.3 中野京子の西洋奇譚 中野 京子 中央公論新社

400　自然科学
402.9 あしたの南極学 神沼 克伊 青土社

404ﾉｽ ゼロからつくる科学文明 ライアン・ノース 早川書房

410 生と死を分ける数学 キット・イェーツ 草思社

421.3 量子力学の奥深くに隠されているもの ショーン・キャロル 青土社

431 化学の目で見る気体  (知りたい!サイエンス) 齋藤 勝裕 技術評論社

440.2 宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人   エドワード・ブルック=ヒッチング 日経ナショナルジオグラフィック社

440.4 宇宙大全これからわかる謎の謎 二間瀬 敏史 さくら舎

457 リアルサイズ古生物図鑑 新生代編 土屋 健 技術評論社

480.7 標本バカ 川田 伸一郎 ブックマン社

480.9 快楽としての動物保護  (講談社選書メチエ) 信岡 朝子 講談社

481.1 鱗の博物誌 田畑 純 グラフィック社

481.7 ママ、最後の抱擁 フランス・ドゥ・ヴァール 紀伊國屋書店

486.9 吸血昆虫ブユの不思議な世界 高岡 宏行 明石書店

491.6 遺伝子 NHKスペシャル「人体」取材班 医学書院

493.1 アルコホーリクス・アノニマスの歴史 アーネスト・カーツ 明石書店

500　工学・家庭
501.8 「ユーザーフレンドリー」全史 クリフ・クアン 双葉社

504 新型コロナに立ち向かう100の技術 日経BP 日経BP

523.05 世界の夢のルネサンス建築 飛ケ谷 潤一郎 エクスナレッジ

527.1 日本でもできる!英国の間取り 山田 佳世子 エクスナレッジ

572.1 電池の覇者 佐藤 登 日経BP日本経済新聞出版本部

583 どんな木も生かす山村クラフト 時松 辰夫 農山漁村文化協会

588.5 ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー 土屋 守 祥伝社

589.2 あの人が着ると、パーカーがなぜおしゃれに見えるのか 川邉 サチコ 主婦と生活社

593.8 着物の国のはてな 片野 ゆか 集英社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

594.2 図案のいらない可愛い刺しゅう 藤本 裕美 産業編集センター

596ｶｻﾊ 和食屋が教える、劇的に旨い家ごはん 笠原 将弘 主婦の友社

596ﾂﾂﾐ 堤人美の旬を漬ける保存食 堤 人美 NHK出版

597.5 ジジイの片づけ 沢野 ひとし 集英社クリエイティブ

600　産 業
611.7 東大卒、農家の右腕になる。 佐川 友彦 ダイヤモンド社

615.7 コロナ後の食と農 吉田 太郎 築地書館

627.9 花生師岡本典子の花仕事 岡本 典子 誠文堂新光社

645.6 犬と猫 小林 照幸 毎日新聞出版

645.7 和猫のあしあと 岩崎 永治 緑書房

654.8 けものが街にやってくる 羽澄 俊裕 地人書館

666.7 有尾類の教科書  (飼育の教科書シリーズ) 西沢 雅 笠倉出版社

666.8 レイアウトに使える水草500種図鑑 高城 邦之 エムピージェー

673.7 東京の美しいお花屋さん 櫻井 純子 エクスナレッジ

673.9 幻の「カフェー」時代 斎藤 光 淡交社

689.2 日本の観光 谷沢 明 八坂書房

694.6 官邸vs携帯大手 堀越 功 日経BP

700　芸術・体育

702.04 美術でよむ中世ヨーロッパの聖人と英雄の伝説 高木 昌史 三弥井書店

704 美術の森の番人たち 酒井 忠康 求龍堂

721.8 司馬江漢「東海道五十三次」の真実 對中 如雲 祥伝社

723.1 横尾忠則創作の秘宝日記 横尾 忠則 文藝春秋

723.3 最後のダ・ヴィンチの真実 ベン・ルイス 集英社インターナショナル

733 高い表現力が身につく木版画上達のコツ50 牧野 浩紀 メイツユニバーサルコンテンツ

749.4 明朝体活字 小宮山 博史 グラフィック社

750.2 問いかけるアイヌ・アート 池田 忍 岩波書店

757.3 吉岡幸雄の色百話 吉岡 幸雄 世界文化社

762.8 交響録N響で出会った名指揮者たち 茂木 大輔 音楽之友社

777.1 文楽ナビ 渡辺 保 マガジンハウス

786 焚き火の本 猪野 正哉 山と溪谷社

796 羽生善治の受けの教科書 羽生 善治 河出書房新社

800  語 学
801.1 コンピューターは人のように話せるか? トレヴァー・コックス 白揚社

809.2 迷ったら声で決める! 清川 永里子 さくら舎

809.6 即興型ディベートの教科書  (スーパー・ラーニング) 加藤 彰 あさ出版

810.4 正しい言葉遣い 末岡 実 阿部出版

810.4 日本語の奥深さを日々痛感しています 朝日新聞校閲センター さくら舎

834 英単語使い分け図鑑 田畑 あや子 ナツメ社

837.8 なるほど!英会話フレーズ 重盛 佳世 総合法令出版

900　文 学
(日本文学)

913.6ｱｵﾓ 人鳥(ペンギン)クインテット 青本 雪平 徳間書店

913.6ｱｻｲ スター 朝井 リョウ 朝日新聞出版

913.6ｱｻﾉ えにし屋春秋 あさの あつこ 角川春樹事務所

913.6ｱｼｻ 汚れた手をそこで拭かない 芦沢 央 文藝春秋

913.6ｱﾔｻ 向日葵を手折る 彩坂 美月 実業之日本社

913.6ｱﾔｻ 盤上に君はもういない 綾崎 隼 KADOKAWA

913.6ｲｹｲ 半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸 潤 講談社

913.6ｲｹｶ 海神の島 池上 永一 中央公論新社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

913.6ｲｹｻ ワカタケル 池澤 夏樹 日経BP日本経済新聞出版本部

913.6ｲｻｶ 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎 集英社

913.6ｲｼｲ 象牛 石井 遊佳 新潮社

913.6ｲﾄｳ もっこすの城 伊東 潤 KADOKAWA

913.6ｲﾉｳ ムシカ 井上 真偽 実業之日本社

913.6ｳｻﾐ 推し、燃ゆ 宇佐見 りん 河出書房新社

913.6ｵｳｻ 鏡影劇場 逢坂 剛 新潮社

913.6ｵｵｻ 漂砂の塔 大沢 在昌 光文社

913.6ｵｵﾔ 猫弁と星の王子 大山 淳子 講談社

913.6ｶﾜｶ 三度目の恋 川上 弘美 中央公論新社

913.6ｷｼ 我々は、みな孤独である 貴志 祐介 角川春樹事務所

913.6ｷﾀｵ ハッピーライフ 北大路 公子 寿郎社

913.6ｷﾘﾉ 日没 桐野 夏生 岩波書店

913.6ｸﾎ 私は女になりたい 窪 美澄 講談社

913.6ｸﾛｻ 私の中にいる 黒澤 いづみ 講談社

913.6ｺｼﾏ 泣き娘 小島 環 集英社

913.6ｺﾝﾉ 帝都争乱 今野 敏 角川春樹事務所

913.6ｻﾉ わたしが消える 佐野 広実 講談社

913.6ｼｲﾅ 家族のあしあと 続 椎名 誠 集英社

913.6ｼｵﾀ デルタの羊 塩田 武士 KADOKAWA

913.6ｾﾝﾀ 五色の殺人者 千田 理緒 東京創元社

913.6ﾀｶｷ 黒魔王 高木 彬光 論創社

913.6ﾀｶﾔ 暗闇にレンズ 高山 羽根子 東京創元社

913.6ﾀｷﾜ あなたのご希望の条件は 瀧羽 麻子 祥伝社

913.6ﾀﾆｻ 魔術師 谷崎 潤一郎 小鳥遊書房

913.6ﾁﾊ 震雷の人 千葉 ともこ 文藝春秋

913.6ﾂﾈｶ 真夜中のたずねびと 恒川 光太郎 新潮社

913.6ﾅｶ 無駄花 中 真大 講談社

913.6ﾅｶｻ 働く女子に明日は来る! 中澤 日菜子 小学館

913.6ﾅｶｼ 今も未来も変わらない 長嶋 有 中央公論新社

913.6ﾅｶﾔ 銀齢探偵社 中山 七里 文藝春秋

913.6ﾅｶﾔ 隣はシリアルキラー 中山 七里 集英社

913.6ﾅｷﾗ 滅びの前のシャングリラ 凪良 ゆう 中央公論新社

913.6ﾅﾂｶ 始まりの木 夏川 草介 小学館

913.6ﾅﾘﾀ 月はまた昇る 成田 名璃子 徳間書店

913.6ﾆｼｵ デリバリールーム 西尾 維新 講談社

913.6ﾆｼｻ ヘディングはおもに頭で 西崎 憲 KADOKAWA

913.6ﾆﾀﾄ 生まれつきの花 似鳥 鶏 河出書房新社

913.6ﾇｶｶ 沖晴くんの涙を殺して 額賀 澪 双葉社

913.6ﾊﾗﾀ やがて訪れる春のために はらだ みずき 新潮社

913.6ﾌｶﾏ 煉獄の獅子たち 深町 秋生 KADOKAWA

913.6ﾌｶﾐ 詩人の恋 深水 黎一郎 KADOKAWA

913.6ﾌｶﾐ この本を盗む者は 深緑 野分 KADOKAWA

913.6ﾌｼｲ 滑走路 藤石 波矢 KADOKAWA

913.6ﾌｼﾓ 数学者の夏 藤本 ひとみ 講談社

913.6ﾌﾙｲ われもまた天に 古井 由吉 新潮社

913.6ﾌﾙｳ お誕生会クロニクル 古内 一絵 光文社

913.6ﾎﾅﾐ 売国のテロル 穂波 了 早川書房

913.6ﾎﾝｼ あかり野牧場 本城 雅人 祥伝社
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913.6ﾏﾂｵ ちえもん 松尾 清貴 小学館

913.6ﾏﾙﾔ 刑事何森 孤高の相貌 丸山 正樹 東京創元社

913.6ﾐﾂﾀ 逢魔(あま)宿り 三津田 信三 KADOKAWA

913.6ﾐﾔｷ 孔丘 宮城谷 昌光 文藝春秋

913.6ﾐﾔﾓ 灯台からの響き 宮本 輝 集英社

913.6ﾑﾗﾔ 風よあらしよ 村山 由佳 集英社

913.6ﾓﾛﾀ ちよぼ 諸田 玲子 新潮社

913.6ﾔﾂ 絵ことば又兵衛 谷津 矢車 文藝春秋

913.6ﾔﾏﾀ シグナル 山田 宗樹 KADOKAWA

913.6ﾔﾏﾓ 自転しながら公転する 山本 文緒 新潮社

（外国文学）

923.7 網内人 陳 浩基 文藝春秋

933.7ｱﾄｳ 誓願 マーガレット・アトウッド 早川書房

933.7ｴﾃﾕ ワシントン・ブラック エシ・エデュジアン 小学館

933.7ｶ 帽子蒐集狂事件  (論創海外ミステリ) ジョン・ディクスン・カー 論創社

933.7ﾃｲﾊ ネヴァー・ゲーム ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋

933.7ﾄﾙｷ ベレンとルーシエン J.R.R.トールキン 評論社

933.7ﾄﾝﾌ 雷鳴に気をつけろ ジム・トンプスン 文遊社

933.7ﾊﾝﾃ 私はゼブラ  (エクス・リブリス) アザリーン・ヴァンデアフリートオルーミ 白水社

933.7ﾄﾗｲ サイバー・ショーグン・レボリューション ピーター・トライアス 早川書房

933.7ﾏﾝﾋ アラバスターの手 A.N.L.マンビー 国書刊行会

943.7 トンネル ベルンハルト・ケラーマン 国書刊行会

943.7 地下 トーマス・ベルンハルト 松籟社

943.7 スターウォーカー フリードリッヒ・アーニ 日曜社

953.7 言語の七番目の機能  (海外文学セレクション) ローラン・ビネ 東京創元社

【参考図書】

060 全国各種団体名鑑 2021上・中・下巻 原書房編集部 原書房

318.1 自治六法 令和3年版 地方自治法令研究会 ぎょうせい

320.9 有斐閣判例六法 令和3年版 長谷部 恭男代表 有斐閣

330.5 地域経済総覧 2021  (Data Bank SERIES) 東洋経済新報社

334.6 土地白書 令和2年版 国土交通省 勝美印刷

358.1 住民基本台帳人口・世帯数表 令和2年版 国土地理協会

365.7 レジャー白書 2020 日本生産性本部 日本生産性本部

367.6 子供・若者白書 令和2年版 内閣府 日経印刷

(郷土資料)

K213 関東のへそ 令和２年度開館２５周年記念企画展 千葉県立関宿城博物館 千葉県立関宿城博物館

K280 千葉氏研究 第７号 千葉氏研究会 千葉氏研究会

K386 千葉のまつり 令和２年度屋外展示 千葉県立房総のむら 千葉県立房総のむら

K780 「オリンピック・パラリンピック」と千葉のスポーツ史 千葉県立中央博物館 千葉県立中央博物館

【児童図書】

002 中高生の悩みを「理系センス」で解決する40のヒント 竹内 薫 PHP研究所

007 AI時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ 1～3 土屋 誠司 創元社

114 死について考える本 メリー=エレン・ウィルコックス あかね書房

159 もっとよのなかルールブック 高濱 正伸 日本図書センター

180 教えて、釈先生!子どものための仏教入門 釈 徹宗 講談社

233 セント・キルダの子 ベス・ウォーターズ 岩波書店

410 算数ずかん 鈴木 晋一 あかね書房

465 ずかんウイルス 武村 政春 技術評論社

486 万葉と令和をつなぐアキアカネ 山口 進 岩崎書店
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

489 世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし 伊藤 彰浩 少年写真新聞社

491 うんち工場で大冒険! マルヤ・バーセラー 河出書房新社

493 ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活 1 稲葉 茂勝 新日本出版社

501 ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ 1 白坂 洋一 汐文社

616 お米をつくろう!  (調べる学習百科) 山口 誠之 岩崎書店

626 ケンさん、イチゴの虫をこらしめる 谷本 雄治 フレーベル館

913ｱｼ うみのとしょかん あらしがやってきた 葦原 かも 講談社

913ｲｼ 拝啓パンクスノットデッドさま 石川 宏千花 くもん出版

913ｲﾏ キダマッチ先生! 5 今井 恭子 BL出版

913ｵｶ ライラックのワンピース 小川 雅子 ポプラ社

913ｻｻ サード・プレイス  (フレーベル館文学の森) ささき あり フレーベル館

913ﾄｳ オオハシ・キング  (みちくさパレット) 当原 珠樹 PHP研究所

913ﾅｼ ココロ屋  (文研ブックランド) 梨屋 アリエ 文研出版

913ﾎﾘ セラピードッグのハナとわたし  (文研ブックランド) 堀 直子 文研出版

913ﾐﾅ 白き花の姫王(おおきみ) みなと 菫 講談社

933ｸｴ ブラックホールの飼い方 ミシェル・クエヴァス 小学館

933ﾎｷ 宇宙の神秘 ルーシー・ホーキング 岩崎書店

933ﾚｱ イルカと少年の歌 エリザベス・レアード 評論社

933 不気味な叫び 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ｱｵ あおびょうたん あおき ひろえ 理論社

Eｱﾂ ポポくんのおばけパン  (PHPにこにこえほん) accototo PHP研究所

Eｱﾍ ゾウとともだちになったきっちゃん あべ 弘士 福音館書店

Eｲｲ ねぎぼうずのあさたろう その11 飯野 和好 福音館書店

Eｲｲ おふろ、はいる?  (らいおんbooks) 飯野 和好 あかね書房

Eｲｼ つちんこ つっちゃん 石黒 亜矢子 好学社

Eｲｾ けんちゃんのもみの木 いせ ひでこ BL出版

Eｲﾁ いーれーて! 市居 みか 金の星社

Eｶﾏ 雨の日の地下トンネル 鎌田 歩 アリス館

Eｷﾀ マーシカちゃん 北見 葉胡 アリス館

Eｸﾙ ウィルとふゆのおきゃくさん チャック・グルニンク 光村教育図書

Eｻｶ ぼくはいしころ 坂本 千明 岩崎書店

Eｽﾛ ごめんなさい!だいじょうぶ! ルイス・スロボドキン 出版ワークス

Eｾﾚ しあわせなときの地図 ズザンナ・セレイ ほるぷ出版

Eﾀｹ おとうふ2ちょう たけがみ たえ ポプラ社

Eﾀﾃ がろあむし 舘野 鴻 偕成社

Eﾄｲ ねこのニャンルー どい かや 偕成社

Eﾅｶ まんぷくよこちょう なかざわ くみこ 文溪堂

Eﾅｶ なぞなぞのにわ 中上 あゆみ 偕成社

Eﾌｵ インクレディブルホテル イザベル・フォラス BL出版

Eﾌｵ はたらくくるまたちのかいたいこうじ AG.フォード ひさかたチャイルド

Eﾌｸ ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわ ゆみこ 教育画劇

Eﾌﾗ わにのなみだはうそなきなみだ アンドレ・フランソワ ロクリン社

Eﾌﾗ おとなのなかのこども ヘンリー・ブラックショー 化学同人

Eﾍﾅ シャルロットのおしゃぶり フレッド・ベナグリア 光村教育図書

Eﾍﾛ きぼう セバスチャン・ペロン 評論社

Eﾏﾁ ねこはるすばん 町田 尚子 ほるぷ出版

Eﾐﾔ ボール、みいつけた! 宮野 聡子 ハッピーオウル社

Eﾙｶ こまったこまったサンタクロース エロール・ル・カイン ほるぷ出版
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