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【一般図書】

000　総 記
007.1 AIリテラシーの教科書 浅岡 伴夫 東京電機大学出版局

007.1 スッキリわかるPythonによる機械学習入門 須藤 秋良 インプレス

007.3 ホワイトハッカー入門 阿部 ひろき インプレス

007.6 ここはウォーターフォール市、アジャイル町 沢渡 あまね 翔泳社

013 図書館の新型コロナ対策ガイド 吉井 潤 青弓社

016.2 苦学と立身と図書館 伊東 達也 青弓社

019.2 子どもを読書好きにするために親ができること 白坂 洋一 小学館

024.1 離島の本屋 ふたたび 朴 順梨 ころから

100　哲 学
102 今を考えるための近世思想 徳永 哲也 晃洋書房

104 人生のレシピ 神崎 繁 岩波書店

121.6 人間・西田幾多郎 藤田 正勝 岩波書店

141.2 知覚力を磨く 神田 房枝 ダイヤモンド社

143.7 老いと外出 松本 光太郎 新曜社

146.1 ハンズ ダリアン・リーダー 左右社

159 40代からの「時計簿」革命 小池 真一 さくら舎

162.1 社寺会堂から探る江戸東京の精神文化 中島 隆博 勁草書房

162.1 知っておきたい日本の宗教 岩田 文昭 ミネルヴァ書房

182.2 インド仏教思想史 上・下 ひろ さちや 佼成出版社

188.5 図説元興寺の歴史と文化財 元興寺 吉川弘文館

200　歴史・地理
210.02 入門埋蔵文化財と考古学 水ノ江 和同 同成社

210.4 秀吉はキリシタン大名に毒殺された 田中 進二郎 電波社

210.7 1932年の大日本帝国 アンドレ・ヴィオリス 草思社

212.05 古文書が語る東北の江戸時代 荒武 賢一朗 吉川弘文館

222.07 証言天安門事件を目撃した日本人たち 六四回顧録編集委員会 ミネルヴァ書房

227.3 古代オリエント史講義 前田 徹 山川出版社

234 はじめて学ぶドイツの歴史と文化 南 直人 ミネルヴァ書房

234 「民族自決」という幻影 大津留 厚 昭和堂

238 一冊でわかるロシア史  (世界と日本がわかる国ぐにの歴史) 関 眞興 河出書房新社

280.4 戦時リーダーシップ論 アンドルー・ロバーツ 白水社

280.4 「悪」が変えた世界史 上・下 ヴィクトル・バタジオン 原書房

283.5 マリー・アントワネットと5人の男 上・下 エマニュエル・ド・ヴァリクール 原書房

289.1ｼﾌｻ 渋沢栄一伝 井上 潤 ミネルヴァ書房

289.2ﾘ 愛する日本人へ 日本と台湾の梯となった巨人の遺言 李 登輝 宝島社

290.1 歴史は景観から読み解ける 上杉 和央 ベレ出版

290.9 あの場所の意外な起源   トラビス・エルボラフ 日経ナショナルジオグラフィック社

291.2 アイヌ語地名の南限を探る 筒井 功 河出書房新社

291.3 古地図で読み解く江戸東京地形の謎 芳賀 ひらく 二見書房

292.9 草原の国キルギスで勇者になった男 春間 豪太郎 新潮社

293.8 デンマーク文化読本 長島 要一 丸善出版

294.5 エチオピア高原の吟遊詩人 川瀬 慈 音楽之友社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

295.3 山の旅人 栗秋 正寿 閑人堂

300　社会科学
302.2 シリアで猫を救う アラー・アルジャリール 講談社

302.5 アメリカは正気を取り戻せるか アレン・フランセス 創元社

304ｱﾀﾘ 命の経済 ジャック・アタリ プレジデント社

312.1 日本は「右傾化」したのか 小熊 英二 慶應義塾大学出版会

312.3 ロシアン・ルーレットは逃がさない ハイディ・ブレイク 光文社

313.7 民主主義の壊れ方 デイヴィッド・ランシマン 白水社

316.8 解放しない人びと、解放されない人びと 鈴木 英明 東京大学出版会

317 日本を壊した霞が関の弱い人たち 古賀 茂明 集英社

318.9 都市危機のアメリカ 矢作 弘 岩波書店

319.8 ノーベル平和賞の裏側で何が行われているのか? ゲイル・ルンデスタッド 彩図社

323.1 芦部信喜 渡辺 秀樹 岩波書店

324.6
すぐに役立つ財産分与から慰謝料・養育費・親
権・調停・訴訟まで最新離婚の法律相談と手続き
実践マニュアル

森 公任 三修社

324.8 底地・借地で困ったときに最初に読む本 中川 祐治 クロスメディア・パブリッシング

331.1 Pythonによる計量経済学入門  (実践Pythonライブラリー) 中妻 照雄 朝倉書店

333.6 冷戦大恐慌どうなる世界経済 渡邉 哲也 ビジネス社

333.6 WEAK LINK 竹森 俊平 日経BP日本経済新聞出版本部

334.4 エクソダス 村山 祐介 新潮社

335.1 資本主義の再構築 レベッカ・ヘンダーソン 日経BP日本経済新聞出版本部

335.2 マネジメントの文明史 武藤 泰明 日経BP日本経済新聞出版本部

338.7 人生を賭けて「家」を買った人の末路 屋敷 康蔵 PHP研究所

361.3 社会の仕組みを信用から理解する 中丸 麻由子 共立出版

361.4 押井守のニッポン人って誰だ!? 押井 守 東京ニュース通信社

364.6 熟年離婚と年金分割 三村 正夫 セルバ出版

365.3 「仮住まい」と戦後日本 平山 洋介 青土社

367.1 <家父長制>は無敵じゃない シンシア・エンロー 岩波書店

367.7 シニアのデジタル化が拓く豊かな未来 沢村 香苗 学陽書房

367.9 同性婚論争 小泉 明子 慶應義塾大学出版会

369.2 当事者研究 熊谷 晋一郎 岩波書店

369.2 認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリエーション 尾渡 順子 講談社

369.2 ミッシング・ピーシズ アーヴィング・ケネス・ゾラ 生活書院

377.9 わが子が就活を始めるときに読む本 渡部 幸 KADOKAWA

382.1 共振する異界 永藤 靖 三弥井書店

384.8 江戸のスポーツ歴史事典 谷釜 尋徳 柏書房

392.1 ここまでできる自衛隊 稲葉 義泰 秀和システム

400　自然科学
404ｳｴｽ スケール 上・下 ジョフリー・ウェスト 早川書房

410.7 数学パズル大図鑑 小谷 善行 ニュートンプレス

417 統計学を哲学する 大塚 淳 名古屋大学出版会

430.4 化学が好きになる数の物語100話 ジョエル・レビー ニュートンプレス

451.9 47都道府県知っておきたい気象・気象災害がわかる事典 三隅 良平 ベレ出版

457 はじめての古生物学 柴 正博 東海教育研究所

467.5 進化38億年の偶然と必然 長谷川 政美 国書刊行会

480.4 うつくしすぎる世界の動物 ベン・ホアー 主婦の友社

486 驚異の標本箱 丸山 宗利 KADOKAWA

491.3 脳科学のはなし 稲場 秀明 技報堂出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

491.9 寄生虫のはなし 永宗 喜三郎 朝倉書店

493.8 ワクチン・レース メレディス・ワッドマン 羊土社

495 やさしく解説産婦人科のおはなし 小松 一 青春出版社プレミアム編集工房

496.4 「色のふしぎ」と不思議な社会 川端 裕人 筑摩書房

500　工学・家庭
509.8 ヒューマンファクター 日本ヒューマンファクター研究所 成山堂書店

516 よくわかる最新鉄道の技術と仕組み 秋山 芳弘 秀和システム

523.05 世界の夢の動物園 ナターシャ・ムーザー エクスナレッジ

537.09 モビリティ・エコノミクス 深尾 三四郎 日経BP日本経済新聞出版本部

588.5 ビジネスエリートが知っている教養としての日本酒 友田 晶子 あさ出版

590 楽しく続けられる和の習慣70 君野 倫子 エムディエヌコーポレーション

591 「世帯分離」で家計を守る 太田 哲二 中央経済社

591 定年前後のお金の正解 板倉 京 ダイヤモンド社

594 十二か月の和の小箱と飾り物 西浦 美喜子 グラフィック社

594.3 林ことみのこれであなたもSock Knitter 林 ことみ 日本ヴォーグ社

596ｽｽｷ 誰も教えなくなった、料理きほんのき 鈴木 登紀子 小学館

599.04 そんなふう 川内 倫子 ナナロク社

600　産 業

611.7 13歳からの食と農 関根 佳恵 かもがわ出版

615.7 自然農を生きる 沖津 一陽 創森社

627.5 魅惑の蘭事典 フランソワーズ・ルクフル グラフィック社

645.7 ネコの博物図鑑 サラ・ブラウン 原書房

672 商業から読み解く「新」世界史 宮崎 正勝 原書房

673.8 コンビニはどうなる 中村 昌典 花伝社

675 地場伝統企業のものづくりブランディング 長沢 伸也 晃洋書房

686.2 世界の地下鉄 日本地下鉄協会 ぎょうせい

700　芸術・体育
701.5 スケッチで学ぶ美術解剖学 加藤 公太 玄光社

718 仏像に会う 西山 厚 ウェッジ

724.4 見たい!聞きたい!透明水彩! あべ としゆき 日貿出版社

739 篆刻鑑賞と分析のコツ  (コツがわかる本) 川内 伯豐 メイツユニバーサルコンテンツ

749.2 印刷博物館とわたし 樺山 紘一 千倉書房

753 有職の色彩図鑑 八條 忠基 淡交社

759 ピープショーのぞきからくり  (紙絵遊びの文化) 吉田 稔美 玉川大学出版部

763.02 楽器の歴史 佐伯 茂樹 河出書房新社

778.2 A MOVIE 大林 宣彦 立東舎

780.7 選手の心を動かすパワーワード 笹竹 英穂 大修館書店

788.1 大相撲行司の松翁と四本柱の四色 根間 弘海 専修大学出版局

796 イメージと読みの将棋観 藤井 聡太ほか 日本将棋連盟

800  語 学
807.9 笑うかどうかに福来たる 小島 慶一 朝日出版社

809.2 声が通らない! 新保 信長 文藝春秋

809.2 世界最高の話し方 岡本 純子 東洋経済新報社

810.2 花咲く大和言葉の森へ 近藤 健二 松柏社

810.4 ことばのみがきかた  (春陽堂ライブラリー) 今野 真二 春陽堂書店

833.2 難訳・和英オノマトペ辞典 松本 道弘 さくら舎

900　文 学
(日本文学)

913.6ｱｵｲ 建築史探偵の事件簿 蒼井 碧 宝島社

- 3 -



 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

913.6ｱｵﾔ みがわり 青山 七恵 幻冬舎

913.6ｱｵﾔ 江戸染まぬ 青山 文平 文藝春秋

913.6ｱｷﾖ 眠れる美女 秋吉 理香子 小学館

913.6ｱﾏﾉ 乱都 天野 純希 文藝春秋

913.6ｱﾗｲ 僕は令和で棋士になる 新井 政彦 マイナビ出版

913.6ｲｶﾗ 命の砦 五十嵐 貴久 祥伝社

913.6ｲﾁｶ 揺籠のアディポクル 市川 憂人 講談社

913.6ｲﾄｳ 夢七日 夜を昼の國 いとう せいこう 文藝春秋

913.6ｲﾇｲ 壺の中にはなにもない 戌井 昭人 NHK出版

913.6ｲﾇｲ 龍神の子どもたち 乾 ルカ 祥伝社

913.6ｲﾉｳ ママナラナイ 井上 荒野 祥伝社

913.6ｲﾉｳ ファーブル君の妖精図鑑 井上 雅彦 講談社

913.6ｲﾌｷ 犬がいた季節 伊吹 有喜 双葉社

913.6ｲﾖﾊ 八月の銀の雪 伊与原 新 新潮社

913.6ｴﾝﾄ 影に対して 遠藤 周作 新潮社

913.6ｵｳﾀ ババヤガの夜 王谷 晶 河出書房新社

913.6ｵｵﾀ 彼らは世界にはなればなれに立っている 太田 愛 KADOKAWA

913.6ｵｵﾊ 小説牡丹灯籠 大橋 崇行 二見書房

913.6ｵｶﾀ 首イラズ 岡田 秀文 光文社

913.6ｵｶﾜ とわの庭 小川 糸 新潮社

913.6ｵｸﾀ 白野真澄はしょうがない 奥田 亜希子 東京創元社

913.6ｶﾂﾒ 落葉の記 勝目 梓 文藝春秋

913.6ｶﾜｻ 鳩護(はともり) 河崎 秋子 徳間書店

913.6ｶﾜｼ ニッポンチ! 河治 和香 小学館

913.6ｷｳﾁ 小麦の法廷 木内 一裕 講談社

913.6ｷﾀﾉ 浅草迄 北野 武 河出書房新社

913.6ｷﾉｼ 戀童夢幻 木下 昌輝 新潮社

913.6ｸｻｶ 善医の罪 久坂部 羊 文藝春秋

913.6ｸﾛｷ カラ売り屋、日本上陸 黒木 亮 KADOKAWA

913.6ｺｽｷ 死の扉 小杉 健治 双葉社

913.6ｻｶｵ 絶局 坂岡 真 小学館

913.6ｻｶｷ アンと愛情 坂木 司 光文社

913.6ｻｻﾓ 相剋  (越境捜査 [8]) 笹本 稜平 双葉社

913.6ｻﾄｳ いつの空にも星が出ていた 佐藤 多佳子 講談社

913.6ｻﾄｳ 伊達女 佐藤 巖太郎 PHP研究所

913.6ｻﾜﾑ アウターQ 澤村 伊智 祥伝社

913.6ｼﾌﾔ 質草女房 渋谷 雅一 角川春樹事務所

913.6ｼﾗｵ サード・キッチン 白尾 悠 河出書房新社

913.6ｼﾝﾄ 動物警察24時 新堂 冬樹 光文社

913.6ｽﾐﾉ この気持ちもいつか忘れる 住野 よる 新潮社

913.6ｾｵ 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 水鈴社

913.6ﾀﾅｶ 完全犯罪の恋 田中 慎弥 講談社

913.6ﾄｳﾊ コーチ 堂場 瞬一 東京創元社

913.6ﾊﾁｽ 焼餃子 蜂須賀 敬明 双葉社

913.6ﾊﾅﾑ くちばみ 花村 萬月 小学館

913.6ﾊﾏﾅ そして、海の泡になる 葉真中 顕 朝日新聞出版

913.6ﾋｶｼ 谷根千ミステリ散歩 東川 篤哉 KADOKAWA

913.6ﾌｼｵ きのうのオレンジ 藤岡 陽子 集英社

913.6ﾌｼﾀ 屋根の上のおばあちゃん 藤田 芳康 河出書房新社

913.6ﾎｼﾉ だまされ屋さん 星野 智幸 中央公論新社

913.6ﾏﾁﾔ ふたりでちょうど200% 町屋 良平 河出書房新社

913.6ﾏﾂｼ 空洞のなかみ 松重 豊 毎日新聞出版

913.6ﾏﾕﾑ その果てを知らず 眉村 卓 講談社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

913.6ﾐﾈｻ 霊能者たち 嶺里 俊介 光文社

913.6ﾔﾏｻ 肉体のジェンダーを笑うな 山崎 ナオコーラ 集英社

913.6ﾔﾏﾀ 真夜中のカーボーイ 山田 五郎 幻冬舎

913.6ﾔﾏﾀ されど家族、あらがえど家族、だから家族は 山田 佳奈 双葉社

913.6ﾖｼﾀ 湖の女たち 吉田 修一 新潮社

913.6ﾖｼﾓ 吹上奇譚 第3話 吉本 ばなな 幻冬舎

913.6ﾜｶｷ われ清盛にあらず 若木 未生 祥伝社

（外国文学）
929.7 バグダードのフランケンシュタイン アフマド・サアダーウィー 集英社

933.7ｷﾑ ミラクル・クリーク アンジー・キム 早川書房

933.7ﾀﾝﾌ ミスエデュケーション エミリー・M.ダンフォース サウザンブックス社

933.7ﾁﾕﾀ アニーはどこにいった C.J.チューダー 文藝春秋

933.7ﾌｲﾂ ラスト・タイクーン F.スコット・フィッツジェラルド 作品社

953.6 サンソン回想録 オノレ・ド・バルザック 国書刊行会

953.7 ウィズ・ザ・ライツ・アウト ヴィルジニー・デパント 早川書房

953.7 透明性 マルク・デュガン 早川書房

953.7 洪水 フィリップ・フォレスト 河出書房新社

【参考図書】

031 現代用語の基礎知識 2021 自由国民社 自由国民社

203.6 世界都市史事典 布野 修司 昭和堂

318.03 全国市町村要覧 令和02年版 市町村要覧編集委員会 第一法規

320.9 模範六法 2021 判例六法編修委員会 三省堂

335.03 全国企業あれこれランキング ２０２１ 帝国データバンク

335.03 帝国データバンク会社年鑑 101版(2021)西日本1・2 帝国データバンク

335.03 帝国データバンク会社年鑑 101版(2021)東日本1・2 帝国データバンク

366.1 労働法全書 令和3年版 労務行政研究所 労務行政

383.1 世界服飾大図鑑 DK社 河出書房新社

392 世界特殊部隊大全 リー・ネヴィル 原書房

498.1 厚生労働白書 令和2年版 厚生労働省 日経印刷

539.05 原子力年鑑 2021 「原子力年鑑」編集委員会 日刊工業新聞社

686.2 鉄道要覧 令和2年度 国土交通省鉄道局 電気車研究会

(郷土資料)

K069 流山市立博物館 年報 Ｎｏ．４２ 流山市立博物館

K314 千葉県定例県議会会議録 令和2年6月召集 第１号ー第8号 千葉県議会事務局

K314 流山市議会会議録 令和2年9月 流山市議会事務局 流山市議会

K519 流山市環境白書 令和２年版 流山市環境部環境政策課 流山市環境部環境政策課

K910 千葉県詩集 第５３集(２０２０年版) 千葉県詩人クラブ

【児童図書】

164 世界の神話と英雄大図鑑 フィリップ・ウィルキンソン 河出書房新社

280 世界のすごい女子伝記 キャスリン・ハリガン 講談社

317 消えたレッサーパンダを追え!  (環境ノンフィクション) たけたに ちほみ 学研プラス

317 警察署図鑑 梅澤 真一 金の星社

368 子どもを守る言葉『同意』って何? レイチェル・ブライアン 集英社

407 科学者になりたい君へ  (14歳の世渡り術) 佐藤 勝彦 河出書房新社

420 絵でさぐる音・光・宇宙 コリン・スチュアート 岩崎書店

457 あの恐竜どこにいた?地図で見る恐竜のくらし図鑑 クリス・バーカー 創元社

465 ウイルスって何だろう?  (楽しい調べ学習シリーズ) 武村 政春 PHP研究所

480 教科書にのってるどうぶつの赤ちゃん 1・2 木坂 涼 偕成社

481 ウンチでわかるいきもの図鑑 アンディ・シード NHK出版

487 サンゴ礁の海 大方 洋二 岩崎書店
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

489 クジラをめぐる冒険 石川 創 旬報社

493 知ってふせごう!身のまわりの感染症 1～3 近藤 慎太郎 旬報社

501 ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ 2 白坂 洋一 汐文社

507 学校で知っておきたい知的財産権 1 おおつか のりこ 汐文社

702 レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ 高橋 明也 東京美術

913ｷｻ ドラねこまじんのボタン 如月 かずさ 偕成社

913ｸｽ へんくつさんのお茶会 楠 章子 学研プラス

913ｺﾃ おとうとのたからもの 小手鞠 るい 岩崎書店

913ﾊﾅ ぼくの席がえ 花田 鳩子 PHP研究所

913ﾊﾏ ウィズ・ユー 濱野 京子 くもん出版

913ﾋｶ くまのこのるうくんとおばけのこ 東 直子 くもん出版

913ﾋﾛ ひかりの森のフクロウ 広瀬 寿子 国土社

913ﾑﾗ フルーツふれんずブドウくん 村上 しいこ あかね書房

933ｼﾕ 夜の妖精フローリー ローラ・エイミー・シュリッツ 学研プラス

933ｼﾖ 色どろぼうをさがして エヴァ・ジョゼフコヴィッチ ポプラ社

933ｾﾝ 雪山のエンジェル ローレン・セントジョン 評論社

933ﾃｲ ぼくの犬スーザン ニコラ・デイビス あすなろ書房

933ﾍﾂ コヨーテのはなし リー・ペック 徳間書店

933ﾏｺ ロイヤルシアターの幽霊たち ジェラルディン・マコックラン 小学館

963ﾓﾙ エルビス、こっちにおいで ロドリゴ・モルレシン さ・え・ら書房

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｾ ミツバチたち イザベル・アルスノー 化学同人

Eｱﾗ ぼうしくんのクリスマスプレゼント 新井 洋行 KADOKAWA

Eｲﾓ サンタクロースっているの? いもと ようこ 金の星社

Eｳｴ すみっこのかくれんぼ うえだ しげこ 教育画劇

Eｴﾝ まほうつかいウーのふしぎなえ エド・エンバリー 文溪堂

Eｵﾚ まほうの木 イーゴリ・オレイニコフ 東洋書店新社

Eｷﾀ スマイルショップ きたむら さとし 岩波書店

Eｷﾑ ごはんのこすな きむら ゆういち 童話屋

Eｸﾄ ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤 ノリコ 白泉社

Eｸﾗ レミーさんのひきだし くらはし れい 小学館

Eｸﾘ ゲナポッポ クリハラ タカシ 白泉社

Eｸﾛ すずめのうんどうぼうしつくります 黒井 健 金の星社

Eｼｴ ヒューイたちのあたらしいセーター オリヴァー・ジェファーズ 文響社

Eｼｴ ヒューイたちのはんたいはなーんだ? オリヴァー・ジェファーズ 文響社

Eｼﾊ うごきません。 柴田 ケイコ パイインターナショナル

Eｼﾝ しゃっくりがいこつ S.D.シンドラー らんか社

Eﾀｹ ふみきりかんかんくん きょうはなんのひ? 武田 美穂 講談社

Eﾀﾀ はんぶんこ 多田 ヒロシ こぐま社

Eﾃﾂ あの湖のあの家におきたこと ブリッタ・テッケントラップ クレヨンハウス

Eﾄﾈ にじいろのせかい 刀根 里衣 NHK出版

Eﾄﾉ やっこさんのけんか 殿内 真帆 フレーベル館

Eﾅｶ きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん なかや みわ 小学館

Eﾊｾ 野ねずみきょうだいの草花あそび 秋から春まで 長谷川 直子 福音館書店

Eﾊﾝ きみはどこからやってきた? フィリップ・バンティング KADOKAWA

Eﾌﾗ おばけのジョージー メリーメリークリスマス! ロバート・ブライト 好学社

Eﾌﾗ ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ミルヤ・プラーフマン ほるぷ出版

Eﾌﾚ ふゆごもりのまえに ジャン・ブレット 福音館書店

Eﾔﾉ みかんおいしくなーれ 矢野 アケミ 大日本図書
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