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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

【一般図書】

000　総 記
007.1 レンブラントの身震い マーカス・デュ・ソートイ 新潮社

007.1 イラストで学ぶ認知科学 北原 義典 講談社

015.2 情報サービス演習  (JLA図書館情報学テキストシリーズ) 大谷 康晴 日本図書館協会

019.9 文庫本千秋楽 坪内 祐三 本の雑誌社

023 電子出版学概論  (本の未来を考える) 湯浅 俊彦 出版メディアパル

070.4 愚かな風 山田 健太 田畑書店

100　哲 学
113.2 自由意志の向こう側 木島 泰三 講談社

141.6 ストイック・チャレンジ ウィリアム・B.アーヴァイン NHK出版

151.2 <責任>の生成 國分 功一郎 新曜社

159 急に「変われ」と言われても 熊野 英一 小学館クリエイティブ

172 旅する神々  (角川選書) 神崎 宣武 KADOKAWA

186.8 姿とかたちの仏像事典 小峰 彌彦 里文出版

200　歴史・地理
209.2 人類前史 上・下 グラハム・ハンコック 双葉社

209.5 ティムール以後 上・下 ジョン・ダーウィン 国書刊行会

210.3 日本古代国家と天皇の起源 林 順治 彩流社

210.3 海人族の古代史 前田 速夫 河出書房新社

210.76 実録昭和の大事件「中継現場」 久能 靖 河出書房新社

220 シルクロード全史 上・下 ピーター・フランコパン 河出書房新社

222.07 暗黒大陸中国の真実 続 ラルフ・タウンゼント 芙蓉書房出版

234.07 ナチの妻たち ジェイムズ・ワイリー 中央公論新社

242.03 古代エジプト解剖図鑑 近藤 二郎 エクスナレッジ

289.1ﾓﾘﾀ 三島由紀夫と死んだ男 犬塚 潔 秀明大学出版会

289.3ｳｴｽ エデュケーション タラ・ウェストーバー 早川書房

289.3ﾏﾘｱ 12の場所からたどるマリー・アントワネット 上・下 ジャン=クリスティアン・プティフィス 原書房

290.9 地上に星座をつくる 石川 直樹 新潮社

291.09 女ひとり温泉をサイコーにする53の方法 永井 千晴 幻冬舎

300　社会科学

304ｳﾂﾐ 心の絶対法則 内海 聡 ユサブル

304ｵｵﾏ 日本の論点 2021ー22 大前 研一 プレジデント社

304ﾀﾃｲ ファクトチェックニッポン 立岩 陽一郎 徳間書店

311.7 コーヒーを味わうように民主主義をつくりこむ 秋山 訓子 現代書館

312.5 僕の大統領は黒人だった 上・下 タナハシ・コーツ 慶應義塾大学出版会

312.5 RAGE ボブ・ウッドワード 日経BP日本経済新聞出版本部

315.3 ファシズムへの偏流 上・下 竹岡 敬温 国書刊行会

316.8 ブラック・ライブズ・スタディーズ 山本 伸 三月社

316.8 歌と映像で読み解くブラック・ライヴズ・マター 藤田 正 シンコーミュージック・エンタテイメント

317.7 鑑識係の祈り 村上 和郎 若葉文庫

324.7 ぶっちゃけ相続 橘 慶太 ダイヤモンド社

327.1 安倍・菅政権vs.検察庁 村山 治 文藝春秋

332.06 改革か革命か トーマス・セドラチェク 以文社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

335.8 入門ソーシャルセクター 宮垣 元 ミネルヴァ書房

336.5 基礎からのIT担当者リテラシー 吉田 航 技術評論社

361.5 われらが<無意識>なる韓国 四方田 犬彦 作品社

366.2 専業禁止!! 清水 正樹 小学館

367.1 存在しない女たち キャロライン・クリアド=ペレス 河出書房新社

367.1 キングコング・セオリー ヴィルジニー・デパント 柏書房

369.3 水害列島日本の挑戦 気候変動による水害研究会 日経BP

372.5 「探究」する学びをつくる 藤原 さと 平凡社

379.9 10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方 木村 泰子 青春出版社

380.4 うんこの博物学 ミダス・デッケルス 作品社

380.4 民俗知は可能か 赤坂 憲雄 春秋社

383.1 誰がメンズファッションをつくったのか? ニック・コーン DU BOOKS

386.3 聖人祭事紀行 若月 伸一 八坂書房

400　自然科学
404ｵﾌｲ 禍いの科学   ポール・A.オフィット 日経ナショナルジオグラフィック社

410 Pythonではじめる数学の冒険 Peter Farrell オライリー・ジャパン

410.7 本当は私だって数学が好きだったんだ 長岡 亮介 技術評論社

420 始まりから知ると面白い物理学の授業 左巻 健男 山と溪谷社

451 世界の気象現象 ロバート・J.フォード 河出書房新社

451.8 地球が燃えている ナオミ・クライン 大月書店

462.7 南極ダイアリー 水口 博也 講談社

471.1 世界のふしぎな木の実図鑑 小林 智洋 創元社

484.7 世界一わかりやすいイカとタコの図鑑 ロジャー・ハンロン 化学同人

485.7 世界のクモ ノーマン・I.プラトニック グラフィック社

486.8 世界で最も美しい蝶は何か 海野 和男 草思社

491.1 イラストで知る発声ビジュアルガイド セオドア・ダイモン 音楽之友社

491.3 不調を食生活で見直すためのからだ大全 池上 文雄 NHK出版

500　工学・家庭
510 アンダーランド ロバート・マクファーレン 早川書房

516.8 超電導リニアの不都合な真実 川辺 謙一 草思社

519.07 「もう一度会いたい」と思われる人になる 菊間 彰 学事出版

523.1 復興建築 栢木 まどか トゥーヴァージンズ

538.9 「はやぶさ2」が舞い降りた日々 的川 泰宣 勉誠出版

549.8 パワエレ図鑑 森本 雅之 オーム社

567.09 <つながり>の戦後史 嶋崎 尚子 青弓社

590 毎日のこと、こう考えればだいじょうぶ。 後藤 由紀子 PHPエディターズ・グループ

593.3 コートの本 笹原 のりこ 文化学園文化出版局

594.9 いちばんやさしい水引細工の手習い帖 荻原 加寿美 ナツメ社

596ｶﾐｼ 2ステップで、絶品ごちそう料理 上島 亜紀 学研プラス

596ﾜﾀﾅ 蒸しレシピ ワタナベ マキ 学研プラス

597.5 ハンカチは5枚あればいい 阿部 静子 すばる舎

600　産 業
611.8 知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木 武 農山漁村文化協会

625.6 ベリーの歴史 ヘザー・アーント・アンダーソン 原書房

627.6 チューリップの文化誌 シーリア・フィッシャー 原書房

627.7 図説バラの博物百科 ブレント・エリオット 原書房

645.2 馬を巡る旅 小檜山 悟 三才ブックス

645.4 羊の人類史 サリー・クルサード 青土社

673.9 実録赤坂「ニューラテンクォーター」物語 山平 重樹 双葉社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

673.9 空き家幸福論 藤木 哲也 日経BP

674.8 ヨーロッパの看板図鑑 上野 美千代 光村推古書院

681.3 あおり運転 菰田 潔 彩流社

686.2 全国鉄道地図帳 昭文社

699.2 新テレビ学講義 松井 英光 茉莉花社

700　芸術・体育
701.5 人体を描きたい人のための「美術解剖学」 金井 裕也 講談社

708.7 めでたしめずらし瑞獣珍獣 内山 淳一 パイインターナショナル

709 社会学で読み解く文化遺産 木村 至聖 新曜社

723.3 ロンドン・ナショナル・ギャラリー 細川 祐子 明石書店

727.8 時代をひらく書体をつくる。 雪 朱里 グラフィック社

743 まるごとわかる!撮り方ブック iPhone & スマホ編 山崎 理佳 日東書院本社

748 世界の美しい廃城・廃教会 パイインターナショナル パイインターナショナル

751.1 江戸絵皿絵解き事典 河村 通夫 講談社

757.02 TIMELESS石岡瑛子とその時代 河尻 亨一 朝日新聞出版

758.02 和家具の世界 小泉 和子 河出書房新社

760 366日の西洋音楽 久保田 慶一 三才ブックス

762.1 ヴァイオリニストの第五楽章 前橋 汀子 日経BP日本経済新聞出版本部

764.7 ジョン・レノン伝 藤本 国彦 毎日新聞出版

772.1 伝統芸能の革命児たち 九龍 ジョー 文藝春秋

778.2 吉永小百合 私の生き方 「プロフェッショナル仕事の流儀」制作班 講談社

780.7 ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか 高松 平藏 晃洋書房

786.1 デス・ゾーン 河野 啓 集英社

791.2 一碗をどうぞ 千 玄室 ミネルヴァ書房

800  語 学

801.7 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記 宮崎 伸治 三五館シンシャ

809.4 即興スピーチ術 大嶋 友秀 芸術新聞社

834.4 英熟語の鬼100則 時吉 秀弥 明日香出版社

837.8 絵でおぼえる英会話 基礎編 エリー・オー 文響社

837.8 気持ちが伝わる!好かれる英会話 長谷川 滋利 日経BP

900　文 学
(日本文学)

910.2ｳﾁﾀ 大借金男・百間と漱石センセイ 小森 陽一 新日本出版社

910.2ｴﾝﾄ 遠藤周作 神に問いかけつづける旅 菅野 昭正 慶應義塾大学出版会

910.2ｶｲｺ 開高健は何をどう読み血肉としたか 菊池 治男 河出書房新社

910.2ﾀﾆｻ 谷崎潤一郎を知っていますか 阿刀田 高 新潮社

910.2ﾐｼﾏ 三島由紀夫は何を遺したか 櫻井 秀勲 きずな出版

911.14 徒然絵つづり百人一首 大田垣 晴子 大学出版局藝術学舎

911.16ｲｹﾀ 寂しき骨 池田 理代子 集英社

911.5 現代詩の鑑賞 中村 稔 青土社

913.6ｱｲｻ 教室に並んだ背表紙 相沢 沙呼 集英社

913.6ｱｲﾊ アンダークラス 相場 英雄 小学館

913.6ｱｵﾔ お探し物は図書室まで 青山 美智子 ポプラ社

913.6ｱｵﾔ わたしは灰猫 青山 繁晴 扶桑社

913.6ｱｶﾏ 風致の島 赤松 利市 講談社

913.6ｱｷ ピグマリオンの涙 阿木 慎太郎 祥伝社

913.6ｱﾗﾀ 星に帰れよ 新 胡桃 河出書房新社

913.6ｲﾇｲ イスランの白琥珀 乾石 智子 東京創元社

913.6ｲﾜｷ サンクチュアリ 岩城 けい 筑摩書房

913.6ｳｴ 狸の腹鼓 宇江 敏勝 新宿書房
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913.6ｳﾁﾀ 今度生まれたら 内館 牧子 講談社

913.6ｵｵｻ 冬の狩人 大沢 在昌 幻冬舎

913.6ｵｸﾔ 浄土双六 奥山 景布子 文藝春秋

913.6ｵﾉﾃ 今夜 小野寺 史宜 新潮社

913.6ｵﾘｶ 朝焼けにファンファーレ 織守 きょうや 新潮社

913.6ｵﾘﾊ 傍聴者 折原 一 文藝春秋

913.6ｶｸﾀ 銀の夜 角田 光代 光文社

913.6ｶｼﾜ 京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 柏井 壽 講談社

913.6ｶｾﾉ お龍のいない夜 風野 真知雄 小学館

913.6ｶﾄｳ オルタネート 加藤 シゲアキ 新潮社

913.6ｶﾐﾅ 悪魔を殺した男 神永 学 講談社

913.6ｶﾜｽ 探偵は友人ではない 川澄 浩平 東京創元社

913.6ｷﾀｶ チンギス紀 9 北方 謙三 集英社

913.6ｼﾉﾊ マッサゲタイの戦女王 篠原 悠希 光文社

913.6ｼﾏﾓ 2020年の恋人たち 島本 理生 中央公論新社

913.6ｼﾐｽ 少女モモのながい逃亡 清水 杜氏彦 双葉社

913.6ｼﾝﾄ 誘拐ファミリー 新堂 冬樹 双葉社

913.6ｽｽｷ 私を月に連れてって 鈴木 るりか 小学館

913.6ｾｵ 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 水鈴社

913.6ｿｴﾀ 地べたを旅立つ そえだ 信 早川書房

913.6ﾂｷﾑ 白日 月村 了衛 KADOKAWA

913.6ﾂｼﾄ 十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ 小学館

913.6ﾃﾗﾁ どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地 はるな 双葉社

913.6ﾄﾘｼ るん<笑> 酉島 伝法 集英社

913.6ﾅｶﾔ 復讐の協奏曲(コンチェルト) 中山 七里 講談社

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ﾅﾅｵ ドS刑事(デカ) [7] 七尾 与史 幻冬舎

913.6ﾅﾐｷ 小説らくだ 並木 飛暁 二見書房

913.6ﾆｼｵ 人類最強のヴェネチア 西尾 維新 講談社

913.6ﾊｾｸ それをAIと呼ぶのは無理がある 支倉 凍砂 中央公論新社

913.6ﾊﾗﾀ 一橋桐子<76>の犯罪日記 原田 ひ香 徳間書店

913.6ﾋｶｼ ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾 光文社

913.6ﾋｶｼ 階段にパレット 東 直子 ポプラ社

913.6ﾋｻｶ 北条五代 上・下 火坂 雅志 朝日新聞出版

913.6ﾋﾒﾉ 青春とは、 姫野 カオルコ 文藝春秋

913.6ﾋﾗｵ ぼくもだよ。 平岡 陽明 角川春樹事務所

913.6ﾌｱ 夜のこと pha 扶桑社

913.6ﾌｼﾜ 水と礫 藤原 無雨 河出書房新社

913.6ﾎｳｼ 孤島の来訪者 方丈 貴恵 東京創元社

913.6ﾏｽﾀ 小説 増田 みず子 田畑書店

913.6ﾏﾂｼ 羅城門に啼く 松下 隆一 新潮社

913.6ﾏﾘ 聖女か悪女 真梨 幸子 小学館

913.6ﾑﾗﾔ 約束の猫 村山 早紀 立東舎

913.6ﾓﾘ 沙漠と青のアルゴリズム 森 晶麿 講談社

913.6ﾔｷ 空芯手帳 八木 詠美 筑摩書房

913.6ﾔﾏｸ ライト・スタッフ 山口 恵以子 潮出版社

913.6ﾔﾏｼ オペレーション雷撃 山下 裕貴 文藝春秋

913.6ﾖｼｶ 新宿特別区警察署Lの捜査官 吉川 英梨 KADOKAWA

913.6ﾖｼﾀ ぐっどいゔにんぐ 吉田 篤弘 平凡社

913.6ﾜﾀﾘ 攫い鬼  (怪談飯屋古狸) 輪渡 颯介 講談社

914.6ｳｼｼ 身捨つるほどの祖国はありや 牛島 信 幻冬舎

914.6ｵﾝﾀ 日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸 筑摩書房
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914.6ｶﾝ 生きるコツ 姜 尚中 毎日新聞出版

914.6ｷｼﾓ 死ぬまでに行きたい海 岸本 佐知子 スイッチ・パブリッシング

914.6ｻｶｲ ガラスの50代 酒井 順子 講談社

914.6ｻﾄｳ 何がおかしい 佐藤 愛子 中央公論新社

914.6ﾓﾘ 路上のポルトレ 森 まゆみ 羽鳥書店

（外国文学）

929.1 アヒル命名会議 イ ラン 河出書房新社

929.1 実は、内向的な人間です ナム インスク 創元社

929.1 レモン クォン ヨソン 河出書房新社

929.1 わたしたちが光の速さで進めないなら キム チョヨプ 早川書房

933.7ｱﾚｸ 十五匹の犬 アンドレ・アレクシス 東宣出版

933.7ｲｼﾔ いかさま師ノリス クリストファー・イシャウッド 白水社

933.7ｴﾘｽ 見えない人間 上・下 ラルフ・エリスン 白水社

933.7ｽﾊｸ きみと息をするたびに ニコラス・スパークス アチーブメント出版

933.7ｾｲﾔ モンタギュー・エッグ氏の事件簿 ドロシー・L.セイヤーズ 論創社

933.7ﾊﾝｽ ミルクマン アンナ・バーンズ 河出書房新社

933.7ﾊﾝﾃ スーパー・ノヴァ ニコール・パンティルイーキス あすなろ書房

933.7ﾌﾗｲ ホテル・ネヴァーシンク アダム・オファロン・プライス 早川書房

933.7ﾌﾛﾂ 石を放つとき ローレンス・ブロック 二見書房

933.7ﾎﾜｲ ニッケル・ボーイズ コルソン・ホワイトヘッド 早川書房

933.7ﾏｺﾘ その他もろもろ ローズ・マコーリー 作品社

933.7ﾐﾗ 黒魚都市 サム・J.ミラー 早川書房

【参考図書】

025.1 書誌年鑑 2020 有木 太一 日外アソシエーツ

070.5 日本新聞年鑑 2021 日本新聞協会 日本新聞協会

314.1 國會議員要覧 令和2年11月版 国政情報センター

317.2 行政機構図 令和2年度版 行政管理研究センター

330.5 経済財政白書 令和2年版 内閣府 日経印刷

351 データでみる県勢 2021 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

351 日本統計年鑑 第70回(2021) 総務省統計局 日本統計協会

370.3 全国学校総覧 2021年版 全国学校データ研究所 原書房

403.6 理科年表 第94冊(令和3年) 国立天文台 丸善出版

537.09 自動車年鑑 2020ー2021年版 日刊自動車新聞社／共編 日刊自動車新聞社

910.2 尾崎紅葉事典 山田 有策 翰林書房

(郷土資料)

K015 千葉県の図書館 令和２年(2020) 千葉県公共図書館協会

K200 ちばの縄文 千葉県立中央博物館 千葉県立中央博物館

K369 手話でつながる森のまち 流山市健康福祉部障害者支援課 流山市

K369 子ども食堂漫画化プロジェクト ここで、のできごと はしもと あや

K911 軸  第５４巻 令和２年 軸俳句会

【児童図書】

007 13歳からの「ネットのルール」 小木曽 健 メイツユニバーサルコンテンツ

069 見たい!知りたい!博物館はうら側もすごい! 斎藤 靖二 WAVE出版

159 モヤモヤしている女の子のための読書案内 堀越 英美 河出書房新社

159 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社 河出書房新社

302 アフガニスタン勇気と笑顔 内堀 タケシ 国土社

317 警察犬アンズの事件簿 鈴木 博房 岩崎書店

334 人口減少で日本はどうなる? 河合 雅司 PHP研究所

366 こども手に職図鑑 子供の科学 誠文堂新光社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　等 出  版  社

388 妖精図鑑 エミリー・ホーキンス 河出書房新社

407 みんなをおどろかせよう科学マジック図鑑 スティーブ・モールド 化学同人

407 親子でできるおいしい料理実験   ジョディ・ウィーラー・トッペン 日経ナショナルジオグラフィック社

480 世界のすごい動物伝記 ベン・ラーウィル 講談社

485 空を飛ぶミジンコのなぞ 星 輝行 少年写真新聞社

486 虫っておもしろい!さがしてみよう!虫のかくれんぼ 養老 孟司 新日本出版社

486 虫っておもしろい!どこにいるかな?虫のかくれんぼ 養老 孟司 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 3 白坂 洋一 汐文社

504 こんなにスゴイ!未来のせかい 増田 まもる 東京書籍

518 もしもトイレがなかったら 加藤 篤 少年写真新聞社

538 パイロットの一日 WILLこども知育研究所 保育社

538 宇宙の話をしよう 小野 雅裕 SBクリエイティブ

662 和食のだしは海のめぐみ 1 阿部 秀樹 偕成社

721 宗達と光琳 金子 信久 東京美術

721 鳥獣戯画と絵巻物 山本 聡美 あかね書房

913ｱﾝ 大坂城のシロ あんず ゆき くもん出版

913ｲｼ メイドイン十四歳 石川 宏千花 講談社

913ｵｸ つっきーとカーコのたからもの おくはら ゆめ 佼成出版社

913ｶｼ 竜が呼んだ娘 魔女の産屋 柏葉 幸子 朝日学生新聞社

913ｶﾝ はねるのだいすき 神沢 利子 絵本塾出版

913ｺﾃ 卒業旅行 小手鞠 るい 偕成社

913ﾅｶ 太郎の窓 中島 信子 汐文社

913ﾅｼ エリーゼさんをさがして 梨屋 アリエ 講談社

913ﾊﾗ かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原 ゆたか ポプラ社

913ﾏﾂ ごいっしょさん 松本 聰美 国土社

913ﾓﾘ あしたのことば 森 絵都 小峰書店

933ﾄﾝ ぼくと石の兵士 リサ・トンプソン PHP研究所

933ﾛﾘ イッカボッグ J.K.ローリング 静山社

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱﾍ ぼくがふえをふいたら 阿部 海太 岩波書店

Eｱﾍ 氷上カーニバル あべ 弘士 のら書店

Eｱﾍ もりのねこ あべ 弘士 小峰書店

Eｱﾍ 東京さんぽ絵本 阿部 行夫 文溪堂

Eｱﾗ しかくいので 新井 洋行 講談社

Eｲｳ ジョナスのかさ アイリーン・ライアン・イーウェン 光村教育図書

Eｲﾄ ルラルさんのつりざお いとう ひろし ポプラ社

Eｲﾜ とっくんトラックゆきのひにぶぶー いわむら かずお ひさかたチャイルド

Eｵｵ ぼくらのまちにおいでよ 大桃 洋祐 小学館

Eｷﾑ もぐらくんのねがいごと キム サングン 岩崎書店

Eｺﾝ 迷子の魂 ヨアンナ・コンセホ 岩波書店

Eｼﾕ 怪物園 junaida 福音館書店

Eｾﾝ どうしてなくの? アナ・センデル 偕成社

Eﾀﾆ このかみなあに? 谷内 つねお 福音館書店

Eﾀﾋ 悲しみのゴリラ シンディ・ダービー クレヨンハウス

Eﾀﾔ ゆうこさんのルーペ 多屋 光孫 合同出版

Eﾃﾊ ネコとなかよくなろうよ トミー・デ・パオラ 光村教育図書

Eﾎﾀ めいわくなボール 牡丹 靖佳 偕成社
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