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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

【一般図書】

000　総 記
007.1 AIの倫理学 M.クーケルバーク 丸善出版

007.6 いちばんやさしい60代からのiPad 増田 由紀 日経BP

010.2 電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報告 2020 植村 八潮 電子出版制作・流通協議会

019.9 アナキスト本をよむ 栗原 康 新評論

051.6 2016年の週刊文春 柳澤 健 光文社

053 カンマの女王 メアリ・ノリス 柏書房

100　哲 学
104 つかふ 鷲田 清一 小学館

134.9 現象学とは何か 竹田 青嗣 河出書房新社

134.9 はじめてのウィトゲンシュタイン 古田 徹也 NHK出版

140 ポジティブ心理学 小林 正弥 講談社

146.8 ほどよい距離が見つかる本 古宮 昇 すばる舎

159 ほほえみを忘れずに。ルンルンでいきましょう 美輪 明宏 家の光協会

159.6 三十路女は分が悪い 壇 蜜 中央公論新社

159.6 子育て後に「何もない私」にならない30のルール ボーク重子 文藝春秋

159.7 60代ミッション 齋藤 孝 西東社

159.7 60歳からの生き方 佐々木 常夫 海竜社

188.5 現代山岳信仰曼荼羅 藤田 庄市 天夢人

200　歴史・地理
210.2 顔の考古学 設楽 博己 吉川弘文館

210.4 災害と生きる中世 水野 章二 吉川弘文館

210.4 戦国大名の戦さ事情 渡邊 大門 柏書房

210.76 朝鮮戦争を戦った日本人 藤原 和樹 NHK出版

213.6 江戸東京名所事典 笠間書院編集部 笠間書院

215.4 城の政治戦略 大石 泰史 KADOKAWA

233.06 図説英国貴族の令嬢 村上 リコ 河出書房新社

250 先住民vs.帝国 興亡のアメリカ史 アラン・テイラー ミネルヴァ書房

253.06 南北戦争 小川 寛大 中央公論新社

289.1ｵﾀ 織田信長  (中世から近世へ) 柴 裕之 平凡社

289.3ﾀｳｲ ダーウィンが愛した犬たち エマ・タウンゼンド 勁草書房

289.3ﾋﾂｷ 第三の性「X」への道 ジェマ・ヒッキー 明石書店

290.1 旅がもっと面白くなる地理の教科書 松本 穂高 ベレ出版

291.04 1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳 松井 秀郎 山川出版社

291.3 横丁の戦後史 フリート横田 中央公論新社

293.8 考えごとしたい旅フィンランドとシナモンロール 益田 ミリ 幻冬舎

300　社会科学
302.5 「アウトロー超大国」アメリカの迷走 菅谷 洋司 現代書館

304ｻｶﾘ パンデミック後の世界10の教訓 ファリード・ザカリア 日経BP日本経済新聞出版本部

304ﾅﾙｹ 2040年の未来予測 成毛 眞 日経BP

307 研究者が知っておきたいアカデミックな世界の作法 谷本 寛治 中央経済社

312.1 冷徹と誠実 財部 誠一 KADOKAWA

312.5 分断のアメリカ 日本経済新聞社 日経BP日本経済新聞出版本部

No.250（2021年2月号） 2021.1.1～2021.1.31 受入図書の一部を掲載
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312.9 日本の地政学 北野 幸伯 育鵬社

319.2 天国と地獄に向かう世界 高橋 洋一 ビジネス社

324 落語でわかる「民法」入門 森 章太 日本実業出版社

326.2 回想イトマン事件 大塚 将司 岩波書店

326.9 囚われし者たちの国 バズ・ドライシンガー 紀伊國屋書店

331.2 戦後経済学史の群像 野原 慎司 白水社

332 そのとき、「お金」で歴史が動いた ホン チュヌク 文響社

335.2 スタートアップとテクノロジーの世界地図 山本 康正 ダイヤモンド社

335.4 アクティビスト オーウェン・ウォーカー 日経BP日本経済新聞出版本部

336.4 割増賃金の基本と実務 石嵜 信憲 中央経済社

336.8 中小企業の資金調達大全 塩見 哲 日本法令

338.2 銀行トリプル大崩壊 津田 倫男 徳間書店

365.3 はじめて家を買う人の教科書 三浦 康司 自由国民社

366.02 あなたの会社、その働き方は幸せですか? 出口 治明 祥伝社

366.1 同一労働同一賃金Q&A 高仲 幸雄 経団連出版

367.2 ルポルタージュ イスラムに生まれて 読売新聞中東特派員 ミネルヴァ書房

367.3 マザリング 中村 佑子 集英社

369.2 毎日できる!高齢者のらくらく健康指遊び・手遊び 大石 亜由美 いかだ社

369.2 コロナ時代の介護事業戦略 小濱 道博 翔泳社

369.3 テレビは原発事故をどう報道したか 小田桐 誠 秀和システム

369.4 命あるがままに 野辺 明子 中央法規出版

371.3 子育ての経済学 マティアス・ドゥプケ 慶應義塾大学出版会

371.4 ソーシャルディスタンスでデジタル化する社会の闇 高瀬 堅吉 徳間書店

371.5 にほんでいきる 毎日新聞取材班 明石書店

378.8 ママのピンチを救う本 司馬 理英子 主婦の友社

379.9 子供がぐんぐん伸びる「オンライン学習」活用術 前田 大介 ワニ・プラス

379.9 お母さんに知ってほしい思春期男子の正しいトリセツ 柳沢 幸雄 SBクリエイティブ

382.1 日本人が生きる七つの知恵 工藤 忠継 ニューミレニアムネットワーク

382.2 樺太アイヌ民族誌 大貫 恵美子 青土社

383.8 「共食」の社会史 原田 信男 藤原書店

383.8 餅と日本人 安室 知 吉川弘文館

385.6 「死」の文化史 マイケル・ケリガン 原書房

400　自然科学
401 はじめての科学哲学 八木沢 敬 岩波書店

411.2 思考力を鍛える場合の数と確率 杉山 博宣 技術評論社

411.4 数学で考える!世界をつくる方程式50 リッチ・コクラン ニュートンプレス

414 深遠なる「幾何学」の世界 マイク・ゴールドスミス 創元社

419.1 和算 小川 束 中央公論新社

431.1 元素大図鑑 桜井 弘 ニュートンプレス

435 空気と人類 サム・キーン 白揚社

441.1 重力波発見の物語 荒舩 良孝 技術評論社

445 地球に月が2つあったころ エリック・アスフォーグ 柏書房

453.2 日本列島の未来 中島 淳一 ナツメ社

457 図説化石の文化史 ケン・マクナマラ 原書房

457.8 恐竜大図鑑 マーク・A.ノレル 化学同人

473.7 驚異の珪藻世界 出井 雅彦 創元社

481.3 空飛ぶヘビとアメンボロボット デイヴィッド・フー 化学同人

482 絶滅危惧種を喰らう 秋道 智彌 勉誠出版

486.1 虫は人の鏡 養老 孟司 毎日新聞出版

490.2 0番目の患者 リュック・ペリノ 柏書房
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491.3 脳の大統一理論 乾 敏郎 岩波書店

491.3 WAYFINDING道を見つける力 M.R.オコナー インターシフト

493.7 良心をもたない人たちへの対処法 マーサ・スタウト 草思社

493.7 アルツハイマー征服 下山 進 KADOKAWA

493.8 人類と感染症、共存の世紀 デイビッド・ウォルトナー=テーブズ 築地書館

494.6 医師が死を語るとき ヘンリー・マーシュ みすず書房

498.6 武漢脱出記 ビンタオ・チェン 中央公論新社

500　工学・家庭
519.04 地球を滅ぼす炭酸飲料 ホープ・ヤーレン 築地書館

523.3 英国ホテルに魅せられて 小尾 光一 ブリティッシュ・プライド

526.6 夢のホテルのつくりかた 稲葉 なおと エクスナレッジ

536.8 きちんと知りたい!スポーツバイクメカニズムの基礎知識 菊地 武洋 日刊工業新聞社

538.9 現場の判断、経営の決断 山浦 雄一 日経BP日本経済新聞出版本部

538.9 ドキュメント「はやぶさ2」の大冒険 NHK小惑星リュウグウ着陸取材班 講談社

590 シン・カジテク 本田 麻湖 翔泳社

593 服のはなし 行司 千絵 岩波書店

596ｸﾛｽ 食の科学 ガイ・クロスビー ニュートンプレス

596.04 世界の台所探検 岡根谷 実里 青幻舎

596.2 阿闍梨さまの料理番 鳥居本 幸代 春秋社

596.6 バターの使い方がわかるお菓子の本 相原 一吉 文化学園文化出版局

600　産 業
614.3 希望の一滴 中村 哲 西日本新聞社

627.5 菊の文化誌 トゥイグス・ウェイ 原書房

627.7 暮らしを彩る美しい牡丹と芍薬 ジェーン・イースト グラフィック社

646.9 手作りを楽しむ蜜ろう入門 安藤 竜二 農山漁村文化協会

664.7 エビの歴史 イヴェット・フロリオ・レーン 原書房

673.7 絶滅危惧個人商店 井上 理津子 筑摩書房

675 オノマトペ・マーケティング 坂本 真樹 オーム社

685.2 移動貧困社会からの脱却 楠田 悦子 時事通信出版局

686.2 日本の鉄道365日 櫻田 純 辰巳出版

686.2 大手私鉄はどこを目指すのか? 平賀 尉哲 天夢人

700　芸術・体育
701.5 リシェの美術解剖学 ポール・リシェ ライフサイエンス出版

702.07 現代アートを殺さないために 小崎 哲哉 河出書房新社

723.3 ブリューゲルの世界 マンフレート・ゼリンク パイインターナショナル

726.5 ジョージ・クルックシャンク 清水 一嘉 彩流社

728.5 基本が身につくかな書道の教科書 田中 紫水 池田書店

748 こんな写真を撮ってきた 椎名 誠 新日本出版社

757 よくわかるデザイン心理学 日比野 治雄 日刊工業新聞社

758 名作椅子の解体新書 西川 栄明 誠文堂新光社

760.6 マエストロ、ようこそ 広渡 勲 音楽之友社

764.7 ジャケ買いしてしまった!! 中野 俊成 ジャズジャパン

764.7 細野晴臣と彼らの時代 門間 雄介 文藝春秋

773.2 おのずから出で来る能 玉村 恭 春秋社

778.2 黒澤明の映画 喧々囂々 岩本 憲児 論創社

779.1 明治の一発屋芸人たち 永嶺 重敏 勉誠出版

779.1 噺家の女房が語る落語案内帖 櫻庭 由紀子 笠間書院

787.6 幕末期の江戸幕府鷹場制度 安田 寛子 ザ・ブック

798.5 Pythonでつくるゲームプログラミング入門 松浦 健一郎 秀和システム
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800  語 学

801.01 はじめての言語哲学 八木沢 敬 岩波書店

809.6 超・会議術 越川 慎司 技術評論社

810.4 コトバノケイコ 河野 景子 学研プラス

814 文豪の名句名言事典 山口 謠司 さくら舎

815.02 日本語文法史キーワード事典 青木 博史 ひつじ書房

816 日本語の勘 中村 明 青土社

900　文 学
(日本文学)

913.6ｱｿｳ 観月 麻生 幾 文藝春秋

913.6ｱﾏﾀ 機巧のテロリスト 数多 久遠 祥伝社

913.6ｲｶﾗ バイター 五十嵐 貴久 光文社

913.6ｲｼﾕ いとまの雪 上・下 伊集院 静 KADOKAWA

913.6ｲﾇｲ 愚か者(フリムン)の島 乾 緑郎 祥伝社

913.6ｲﾇｲ さのよいよい 戌井 昭人 新潮社

913.6ｲﾉｳ じょかい 井上 宮 光文社

913.6ｳｴﾀ 夢幻 上田 秀人 中央公論新社

913.6ｳｻﾐ 羊は安らかに草を食み 宇佐美 まこと 祥伝社

913.6ｳﾁﾀ 今度生まれたら 内館 牧子 講談社

913.6ｴﾝﾄ 二人がいた食卓 遠藤 彩見 講談社

913.6ｵｸﾀ コロナと潜水服 奥田 英朗 光文社

913.6ｶﾂｷ 見えない星に耳を澄ませて 香月 夕花 KADOKAWA

913.6ｷﾀｻ 連鎖感染 北里 紗月 講談社

913.6ｸﾗﾁ 月下美人を待つ庭で 倉知 淳 東京創元社

913.6ｸﾛｶ 騙る 黒川 博行 文藝春秋

913.6ｺﾃﾏ ラストは初めから決まっていた 小手鞠 るい ポプラ社

913.6ｺﾝﾉ 天を測る 今野 敏 講談社

913.6ｼｶ 彼女のスマホがつながらない 志駕 晃 小学館

913.6ｼﾊﾀ ミッドナイト 柴田 哲孝 双葉社

913.6ｼﾔｾ ゴールデンタイムの消費期限 斜線堂 有紀 祥伝社

913.6ｾﾝｶ 処方箋のないクリニック 仙川 環 小学館

913.6ﾀｹｳ 阿修羅草紙 武内 涼 新潮社

913.6ﾄｷｻ 白き女神の肖像 鴇澤 亜妃子 東京創元社

913.6ﾅｶﾔ 境界線 中山 七里 NHK出版

913.6ﾆｷ 我、過てり 仁木 英之 角川春樹事務所

913.6ﾆｼｻ 偶然にして最悪の邂逅 西澤 保彦 東京創元社

913.6ﾊﾗ 火喰鳥を、喰う 原 浩 KADOKAWA

913.6ﾋｻﾅ 七十四秒の旋律と孤独 久永 実木彦 東京創元社

913.6ﾋﾑﾛ さようならアルルカン/白い少女たち 氷室 冴子 集英社

913.6ﾋﾔｸ 野良犬の値段 百田 尚樹 幻冬舎

913.6ﾋﾛｼ 銀獣の集い 廣嶋 玲子 東京創元社

913.6ﾌｼｵ メイド・イン京都 藤岡 陽子 朝日新聞出版

913.6ﾌｼｻ 比例区は「悪魔」と書くのだ、人間ども 藤崎 翔 光文社

913.6ﾌｼﾉ じい散歩 藤野 千夜 双葉社

913.6ﾏﾔﾏ 当確師 十二歳の革命 真山 仁 中央公論新社

913.6ﾑﾗﾔ 雪のなまえ 村山 由佳 徳間書店

913.6ﾓﾛﾀ しのぶ恋 諸田 玲子 文藝春秋

913.6ﾔﾉ とんちき耕書堂青春譜 矢野 隆 新潮社

913.6ﾔﾏﾓ 神様には負けられない 山本 幸久 新潮社
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913.6ﾕｳﾎ 星になりたかった君と 遊歩新夢 実業之日本社

913.6ﾕｷﾅ 彩(いろ)無き世界のノスタルジア 行成 薫 集英社

913.6ﾜﾀﾅ クラゲ・アイランドの夜明け 渡辺 優 中央公論新社

914.6ｵｵﾀ 芸人人語 太田 光 朝日新聞出版

914.6ｷｼﾓ ふつうでない時をふつうに生きる 岸本 葉子 中央公論新社

914.6ｼｲﾅ 遺言未満、 椎名 誠 集英社

914.6ｼﾐｽ 私のテレビ日記 清水 ミチコ 東京ニュース通信社

914.6ﾅｶﾉ いいかげん、馬鹿 中野 翠 毎日新聞出版

（外国文学）

923.7 風船 ペマ・ツェテン 春陽堂書店

929.1 囚人 1・2 黄 晰暎 明石書店

933.7ｳｲﾃ 知られたくなかった男 クリフォード・ウィッティング 論創社

933.7ｵﾚﾝ ゼアゼア トミー・オレンジ 五月書房新社

933.7ｺﾗﾑ ダリウスは今日も生きづらい アディーブ・コラーム 集英社

933.7ｽﾄﾗ オリーヴ・キタリッジ、ふたたび エリザベス・ストラウト 早川書房

933.7ﾌﾚｲ マイ・シスター、シリアルキラー オインカン・ブレイスウェイト 早川書房

953.7 赤いモレスキンの女 アントワーヌ・ローラン 新潮社

953.7 マダム・ピリンスカとショパンの秘密 エリック=エマニュエル・シュミット 音楽之友社

963 恥さらし パウリーナ・フローレス 白水社

963 レオノーラ エレナ・ポニアトウスカ 水声社

983 サハリン島 エドゥアルド・ヴェルキン 河出書房新社

989.5 不埒な人たち ヤロスラフ・ハシェク 平凡社

【参考図書】

281.02 職員録 令和2年版上・下 国立印刷局 国立印刷局

292.7 中東・オリエント文化事典 鈴木 董代表 丸善出版

293.4 ドイツ文化事典 石田 勇治代表 丸善出版

318.7 日本都市年鑑 78(2020) 全国市長会 第一法規

320.3 有斐閣法律用語辞典 法令用語研究会 有斐閣

326.3 犯罪白書 令和2年版 法務省法務総合研究所 昭和情報プロセス

342.1 図説日本の財政 令和2年度版 廣光 俊昭 財経詳報社

369.03 子どもの本 日外アソシエーツ株式会社 日外アソシエーツ

410.3 数学用語英和辞典 蟹江 幸博 近代科学社

678.2 通商白書 2020 経済産業省 昭和情報プロセス

705.9 美術年鑑 2021 美術年鑑編集部 美術年鑑社

(郷土資料)

K069 千葉県文化財保存活用大網 千葉県教育庁教育振興部文化財課 千葉県教育委員会

K211 流山運動公園周辺地区埋蔵文化財調査報告書5 千葉県教育委員会 千葉県教育委員会

K314 千葉県定例県議会会議録 令和2年9月招集 第1号ー第8号 千葉県議会事務局

K318 もしわたしが「株式会社流山市」の人事部長だったら 手塚 純子 木楽舎

【児童図書】

002 プロのプロセス 1～4  (NHK for School) 「アクティブ10プロのプロセス」制作班 NHK出版

007 プログラマーの一日 WILLこども知育研究所 保育社

007 本当に危ないスマホの話 遠藤 美季 金の星社

010 見たい!知りたい!図書館はうら側もすごい! 小田 光宏 WAVE出版

289ｼﾌ 渋沢栄一伝 小前 亮 小峰書店

289ｼﾌ 渋沢栄一人物としごと こどもくらぶ 岩崎書店

333 SDGsのきほん 11・12 稲葉 茂勝 ポプラ社

333 地球村の子どもたち 4 石井 光太 少年写真新聞社

367 すし屋のすてきな春原さん 戸森 しるこ 講談社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

368 みんなはアイスをなめている 安田 夏菜 講談社

417 こども統計学 渡辺 美智子 カンゼン

450 絶景のふしぎ100 佐野 充 偕成社

469 ビジュアル顔の大研究 原島 博 丸善出版

470 びっくり!世界の不思議な植物 湯浅 浩史 誠文堂新光社

473 きれいでふしぎな粘菌 新井 文彦 文一総合出版

486 虫っておもしろい!おどろき!世界のへんてこな虫 養老 孟司 新日本出版社

491 おなかの花園 ケイティ・ブロスナン 化学同人

493 感染症ってなんだろう? 岡田 晴恵 岩崎書店

519 国谷裕子と考える気候危機と脱炭素社会 国谷 裕子 文溪堂

523 ヨーロッパの古城 スティーブン・ビースティー あすなろ書房

616 うねゆたかの田んぼの絵本 1・2 宇根 豊 農山漁村文化協会

625 パイナップル 竹内 誠人 農山漁村文化協会

723 レンブラントとフェルメール 高橋 明也 東京美術

782 わかるかな?小学生の陸上競技ルール 三浦 敬司 ベースボール・マガジン社

913ｲﾜ ネムノキをきらないで 岩瀬 成子 文研出版

913ｶｺ くもとり山のイノシシびょういん かこ さとし 福音館書店

913ｶﾄ エカシの森と子馬のポンコ 加藤 多一 ポプラ社

913ｸﾏ 星明かり 熊谷 千世子 文研出版

913ﾄﾓ しかくいまち 戸森 しるこ 理論社

913ﾅｶ おとのさま、まほうつかいになる 中川 ひろたか 佼成出版社

913ﾏｽ みんなふつうで、みんなへん。 枡野 浩一 あかね書房

913ﾑﾗ みけねえちゃんにいうてみな ともだちのひみつ 村上 しいこ 理論社

913ﾑﾗ キャンドル 村上 雅郁 フレーベル館

913ﾔﾏ はっぴょう会への道 山本 悦子 PHP研究所

933ﾄﾏ オン・ザ・カム・アップ アンジー・トーマス 岩崎書店

933ﾋｱ 彼方の光 シェリー・ピアソル 偕成社

933ﾌｱ シロクマといっしょにお引っ越し!? マリア・ファラー あかね書房

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｲﾜ くつやさんとおばけ いわさき さとこ BL出版

Eｵｵ いろいろおかしパーティー おおで ゆかこ アリス館

Eｶｳ 100歳ランナーの物語 バルジンダー・カウル 西村書店

Eｶｸ みえないこいぬぽっち ワンダ・ガアグ 好学社

Eｸﾙ ウィルとはるのおきゃくさん チャック・グルニンク 光村教育図書

Eｼｴ おともだちになってくれる? アニタ・ジェラーム 評論社

Eｼﾖ ほらぴったり ナオミ・ジョーンズ ブロンズ新社

Eｽﾐ わくわく!たのしいまいにちのつくりかた すみもと ななみ 少年写真新聞社

Eｽﾛ なりきりマイケルのきかんしゃりょこう ルイス・スロボドキン 出版ワークス

Eﾀｶ うしとざん 高畠 那生 小学館

Eﾀｹ みたらみられた たけがみ たえ アリス館

Eﾀﾅ こぐまとブランケット たなか ようこ 早川書房

Eﾀﾅ こわいみちまわりみち 田中 六大 ほるぷ出版

Eﾈｸ せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ネグレー 光村教育図書

Eﾊﾗ かける はらぺこめがね 佼成出版社

Eﾊﾛ もしかしたら ガブリエラ・バロウチ パイインターナショナル

Eﾏﾙ たぬきのおまじない 丸山 誠司 絵本館

Eﾐﾙ きょうはおかねがないひ ケイト・ミルナー 合同出版

Eﾔﾏ またまたうそだあ! 山村 浩二 文溪堂

Eﾘﾄ おにのおふろや りとう ようい 鈴木出版
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