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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

002.7 世界を一枚の紙の上に 大田 暁雄 オーム社

007.3 炎上社会を考える 伊藤 昌亮 中央公論新社

007.6 情報リテラシー入門 2021年版 日経BP

010.2 電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報告 2021 植村 八潮 電子出版制作・流通協議会

011.3 市民とつくる図書館 青柳 英治 勉誠出版

015.9 図書館のアクセシビリティ 野口 武悟 樹村房

019.04 千年の読書 三砂 慶明 誠文堂新光社

019.9 この30年の小説、ぜんぶ 高橋 源一郎 河出書房新社

021.2 著作権法 茶園 成樹 有斐閣

070.2 地方メディアの逆襲 松本 創 筑摩書房

100　哲 学

104 イメージは殺すことができるか マリ=ジョゼ・モンザン 法政大学出版局

115 精神と自然 グレゴリー・ベイトソン 岩波書店

124.2 老子探究 蜂屋 邦夫 岩波書店

140 教えたくなるほどよくわかる心理学の基礎講座 ジョエル・レビー ニュートンプレス

141.5 グレートメンタルモデル シェーン・パリッシュ サンマーク出版

141.7 モチベーションの心理学 鹿毛 雅治 中央公論新社

159 自分の意見で生きていこう ちきりん ダイヤモンド社

159 今さら聞けない時間の超基本 二間瀬 敏史 朝日新聞出版

159.4 WORK moto 日経BP

159.8 折れない心をつくるいい言葉 斎藤 茂太 さくら舎

164.1 日本神話がわかる神々のくらし 瓜生 中 講談社

175.9 御朱印でめぐる千葉の神社 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

188.7 歎異抄ってなんだろう 高森 光晴 1万年堂出版

198 ナグ・ハマディ文書抄 荒井 献 岩波書店

200　歴史・地理

210.02 実践埋蔵文化財と考古学 水ノ江 和同 同成社

210.3 平安京の下級官人 倉本 一宏 講談社

210.4 大坂城 北川 央 新潮社

210.6 風刺画が描いたJAPAN 若林 悠 国書刊行会

213.7 横浜中華街 山下 清海 筑摩書房

223 世界史のなかの東南アジア 上・下 アンソニー・リード 名古屋大学出版会

230.4 中世の身体 ジャック・ハートネル 青土社

234.07 ショアの100語 タル・ブリュットマン 白水社

253.07 戦争の文化 上・下 ジョン・W.ダワー 岩波書店

289.1ﾎｳｼ 北条義時 岩田 慎平 中央公論新社

291 地図でスッと頭に入る47都道府県 なるほど知図帳編集部 昭文社

291.3 るるぶドライブ関東ベストコース '23 JTBパブリッシング

292 地図でスッと頭に入るアジア25の国と地域 井田 仁康 昭文社

295.3 ホームレス女子大生川を下る 佐藤ジョアナ玲子 報知新聞社

No.262（2022年2月号） 2022.1.1～2022.1.31 受入図書の一部を掲載
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

300　社会科学

301 上流思考 ダン・ヒース ダイヤモンド社

304ﾖｳﾛ ヒトの壁 養老 孟司 新潮社

312.1 憲法政治 清水 真人 筑摩書房

314.8 選挙活動、ビラ配りからやってみた。 和田 靜香 左右社

317.7 誉田哲也が訊く! 誉田 哲也 光文社

324.6 親の財産を凍結から守る認知症対策ガイドブック 元木 翼 日本法令

324.8 自分でできる不動産登記 児島 充 自由国民社

331 無料(タダ)より安いものもある ダン・アリエリー 早川書房

333.6 産業革命史 郭 四志 筑摩書房

335.1 トップの意思決定 齊木 由香 イースト・プレス

336.2 マッキンゼーで叩き込まれた「問い」の力 大嶋 祥誉 三笠書房

336.3 叱らない、ほめない、命じない。 岸見 一郎 日経BP

336.4 ビジネスマナーと仕事の基本ゆる図鑑 岡田 充弘 宝島社

336.4 一生使える話し方の教科書 秋田 義一 現代書林

361.4 なぜ人に会うのはつらいのか 斎藤 環 中央公論新社

361.4 アカンヒトズカン 野々村 友紀子 学研プラス

361.4 「あざとい」伝え方入門 山本 御稔 日経BP日本経済新聞出版本部

361.8 差別の日本史 塩見 鮮一郎 河出書房新社

364.3 社会保険労務士になるには 池田 直子 ぺりかん社

367.1 同意 ジュヌヴィエーヴ・フレス 明石書店

367.7 自分がおじいさんになるということ 勢古 浩爾 草思社

367.7 おひとりさまの終活準備BOOK 酒井 富士子 三笠書房

367.9 ノンバイナリーがわかる本 エリス・ヤング 明石書店

369.3 被災したあなたを助けるお金とくらしの話 岡本 正 弘文堂

369.4 子どもの貧困とライフチャンス 子どもの貧困アクショングループ かもがわ出版

371.4 こどものスモールトラウマのためにできること スッダ・クドゥバ 春秋社

378.8 親子で力を合わせ思春期の発達障害を乗り越える 宮尾 益知 河出書房新社

379.9 親から子への「教え方」がよくわかる 小杉 拓也 ベレ出版

383.8 和菓子のひみつ 「江戸楽」編集部 メイツユニバーサルコンテンツ

386.1 史料が語る年中行事の起原 阿部 泉 清水書院

389.04 絡まり合う生命 奥野 克巳 亜紀書房

400　自然科学

401 科学と仮説 ポアンカレ 岩波書店

407 ビーカーくんがゆく!工場・博物館・実験施設 うえたに夫婦 誠文堂新光社

410.4 人と数学のあいだ 加藤 文元 トランスビュー

426.5 エントロピーの世界 鈴木 誠治 朝日新聞出版

440 地球外生命 小林 憲正 中央公論新社

442 星空の楽しみかた KAGAYA 河出書房新社

450 地球の中身 廣瀬 敬 講談社

454.9 教養としての「日本列島の地形と地質」 橋本 純 PHP研究所

485.3 エビはすごいカニもすごい 矢野 勲 中央公論新社

488.6 海鳥と地球と人間 綿貫 豊 築地書館

489.7 ゾウが教えてくれたこと 入江 尚子 化学同人

490.4 すばらしい人体 山本 健人 ダイヤモンド社

491.3 生命知能と人工知能 高橋 宏知 講談社

493.1 ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 秋下 雅弘 成美堂出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

493.7 他人をコントロールせずにはいられない人 片田 珠美 朝日新聞出版

494.9 ぼくとがんの7年 松永 正訓 医学書院

498.2 中絶がわかる本 ロビン・スティーブンソン アジュマ

498.3 自律神経 工藤 孝文 朝日新聞出版

500　工学・家庭

518.8 イケズな東京 井上 章一 中央公論新社

519 情報の悪意 武田 邦彦 徳間書店

519 環境経済学 スティーヴン・スミス 白水社

536 関東の鉄道車両図鑑 1 来住 憲司 創元社

574.2 火星に住むつもりです 村木 風海 光文社

591 一生お金に困らないお金ベスト100 荻原 博子 ダイヤモンド社

593.4 ミシンスタートBOOK 日本ヴォーグ社

594 一生使い続けたい!ハンドメイドの基礎&応用BOOK 主婦と生活社 主婦と生活社

594.3 かぎ針で編むモチーフ106 朝日新聞出版 朝日新聞出版

595.6 やせるのはどっち? 中野ジェームズ修一 飛鳥新社

596ｸﾘﾊ 栗原家のごはん 栗原 心平 大和書房

596ﾀｻﾝ 伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ 2 タサン志麻 ワニブックス

596ﾛﾎ 少ないもので料理する ドミニック・ローホー 幻冬舎

596.4 はじめてのスープ弁当 市瀬 悦子 家の光協会

596.6 ノスタルジア喫茶 イスクラ グラフィック社

596.6 にっぽん全国おみやげおやつ 甲斐 みのり 白泉社

596.7 地球の歩き方aruco東京のカフェめぐり 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

597.5 家じゅうの「めんどくさい」をなくす。 sea ダイヤモンド社

600　産 業

619.9 サフランの歴史 ラーミン・ガネシュラム 原書房

626.9
ペットボトルからはじめる
水耕栽培とプランター菜園

はた あきひろ 内外出版社

627.7 多肉植物図鑑 小林 浩 NHK出版

645.2 日本の馬 近藤 誠司 東京大学出版会

650.4 虚構の森 田中 淳夫 新泉社

674.3
とりあえず、素人っぽく見えない
デザインのコツを教えてください!

ingectar‐e インプレス

675 SNSマーケティングのやさしい教科書。 グローバルリンクジャパン エムディエヌコーポレーション

686.2 もっと鉄道珍百景 坪内 政美 天夢人

687.2 コロナ後のエアライン 鳥海 高太朗 宝島社

699.6 孤独のアンサンブル 村松 秀 中央公論新社

700　芸術・体育

720.4 妄想美術館 原田 マハ SBクリエイティブ

723.1 絵の旅人 安野光雅 伊藤 元雄 ブックグローブ社

726.6 もういちどそばに エラ・フランシス・サンダース 創元社

726.6 ありがとうがしりたくて 菊田 まりこ 光文社

750.2 江戸小物バイリンガルガイド 平野 英夫 小学館

754.9 マステで素敵にアレンジ楽しいギフトと飾りつけ 森 珠美品 メイツユニバーサルコンテンツ

756.6 日本刀入門 刀剣ファン編集部 天夢人

764.6 はじめての吹奏楽ブラスバンド 佐藤 博 メイツユニバーサルコンテンツ

764.7 時代のカナリア 湯川 れい子 集英社

767.8 BOWIE'S BOOKS ジョン・オコーネル 亜紀書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

767.8 もういいかいまあだだよ 小椋 佳 双葉社

778.2 アクター・ジェンダー・イメージズ 北村 匡平 青土社

778.8 鎌倉殿の13人 前編 三谷 幸喜 NHK出版

779.1 サンドウィッチマンの俺等に聞くの!? サンドウィッチマン 赤ちゃんとママ社

780.6 東京オリンピック始末記 小笠原 博毅 岩波書店

783.7 嫌われた監督 鈴木 忠平 文藝春秋

789.8 忍びの者その正体 筒井 功 河出書房新社

796 藤井聡太の選択 谷合 廣紀 日本将棋連盟

798.5 eスポーツの科学 FeRC ベースボール・マガジン社

800  語 学

801.7 深読みの技法 小池 陽慈 笠間書院

810.7 日本語教師になるには 益田 美樹 ぺりかん社

815.8 「させていただく」の使い方 椎名 美智 KADOKAWA

816 書ける人だけが手にするもの 齋藤 孝 SBクリエイティブ

834 放送通訳の現場から-難語はこうして突破する 袖川 裕美 イカロス出版

893.5 バスク語のしくみ 吉田 浩美 白水社

900　文 学
(日本文学)

904 古典とケーキ 梶村 啓二 平凡社

910.2ﾑﾗｶ 村上春樹クロニクル BOOK1 小山 鉄郎 春陽堂書店

910.2 古典の効能 寺田 真理子 雷鳥社

910.2 寂聴さんに教わったこと 瀬尾 まなほ 講談社

911.16ｽｽｷ 心がめあて 鈴木 晴香 左右社

911.4 シルバー川柳 ああ夫婦編 みやぎシルバーネット 河出書房新社

913.3 源氏物語解剖図鑑 佐藤 晃子 エクスナレッジ

913.6ｱｹﾉ 黒白の一族 明野 照葉 光文社

913.6ｱｻｲ ボタニカ 朝井 まかて 祥伝社

913.6ｱﾘｽ 捜査線上の夕映え 有栖川 有栖 文藝春秋

913.6ｲﾂｷ 雨の日には車をみがいて 五木 寛之 幻冬舎

913.6ｴｸﾆ ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織 新潮社

913.6ｵﾝﾀ 愚かな薔薇 恩田 陸 徳間書店

913.6ｶｷﾔ もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 中央公論新社

913.6ｶｾ 名前だけでもおぼえてください 風 カオル 小学館

913.6ｶﾝﾀ 下北沢であの日の君と待ち合わせ 神田 茜 光文社

913.6ｼﾊﾀ お勝手のあん 5 柴田 よしき 角川春樹事務所

913.6ﾀﾏﾙ おとぎカンパニー モンスター編 田丸 雅智 光文社

913.6ﾁﾈﾝ 真夜中のマリオネット 知念 実希人 集英社

913.6ﾂﾌﾔ 私はいったい、何と闘っているのか つぶやきシロー 小学館

913.6ﾊﾗﾀ 常設展示室 原田 マハ 新潮社

913.6ﾑﾗﾔ 桜風堂夢ものがたり 村山 早紀 PHP研究所

913.6ﾑﾚ おネコさま御一行  (れんげ荘物語 6) 群 ようこ 角川春樹事務所

913.6ﾔﾏｸ 夜のお茶漬け  (食堂のおばちゃん 11) 山口 恵以子 角川春樹事務所

913.6ﾕｽｷ ミカエルの鼓動 柚月 裕子 文藝春秋

913.7 菊池寛が落語になる日 春風亭 小朝 文藝春秋

914.6ｺｳﾀ 幸田文 老いの身じたく 幸田 文 平凡社

914.6ｻﾉ とどのつまり人は食う 佐野 洋子 河出書房新社

914.6ｾﾄｳ 今を生きるあなたへ 瀬戸内 寂聴 SBクリエイティブ

914.6ﾊﾗﾀ ダメじゃないんじゃないんじゃない はらだ 有彩 KADOKAWA

916ﾜｶｲ 東大教授、若年性アルツハイマーになる 若井 克子 講談社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

（外国文学）

923.7 火守 劉 慈欣 KADOKAWA

930.2 エラリー・クイーン完全ガイド 飯城 勇三 星海社

933.7ｳｲｱ プロジェクト・ヘイル・メアリー 上・下 アンディ・ウィアー 早川書房

933.7ｺﾅﾘ 警告 上 ・下 マイクル・コナリー 講談社

933.7ｽﾊｲ 嘆きの探偵 バート・スパイサー 論創社

933.7ﾏﾚﾝ 塩の湿地に消えゆく前に ケイトリン・マレン 早川書房

936ｼﾌ アウシュヴィッツを描いた少年 トーマス・ジーヴ ハーパーコリンズ・ジャパン

953.7 メルヴィルに挨拶するために ジャン・ジオノ 彩流社

983 緑の天幕 リュドミラ・ウリツカヤ 新潮社

【参考図書】

071 朝日新聞縮刷版 2021-11 朝日新聞社

071 読売新聞縮刷版 2021-11 読売新聞東京本社

071 日本経済新聞縮刷版 2021-11 日本経済新聞社

291.03 日本歴史地図帳 昭文社

911.03 逆引き季語辞典 日外アソシエーツ株式会社 日外アソシエーツ

(郷土資料)

K470 東深井古墳の森の歴史と植物 利根運河の生態系を守る会 利根運河の生態系を守る会

【児童図書】

010 図書館図鑑 小田 光宏 金の星社

021 学校で知っておきたい著作権 2 小寺 信良 汐文社

104 こども哲学図鑑 河野 哲也 あかね書房

312 月別カレンダーで1からわかる!日本の政治 伊藤 賀一 小峰書店

318 サクラの川とミライの道 稲葉 なおと 講談社

337 キャッシュレス時代がやってきた!今、身につけたい「お金」のこと 1 上村 協子 汐文社

361 「人それぞれ」がさみしい 石田 光規 筑摩書房

367 なぜ親はうるさいのか 田房 永子 筑摩書房

367 きめつけないで!「女らしさ」「男らしさ」 1 治部 れんげ 汐文社

369 防災サバイバル図鑑 国崎 信江 金の星社

382 伝え守る 宇井 眞紀子 少年写真新聞社

382 ちがいがわかるとおもしろい!東日本と西日本 2 岡部 敬史 汐文社

402 わたしの科学SCIENCE AND ME アリ・ウィンター かもがわ出版

451 異常気象図鑑 平井 信行 金の星社

454 日本の大地つくりと変化 4 鎌田 浩毅 岩崎書店

457 よみがえれ、マンモス! 令丈 ヒロ子 講談社

457 恐竜と古代の生物図鑑 平山 廉 ポプラ社

480 世界のおとぼけいきもの図鑑 フィリップ・バンティング 恒星社厚生閣

498 パンデミック・プラネット アンナ・クレイボーン 評論社

498 この指とどけ 村上 しいこ 講談社

498 保健委員アイデアブック 齋藤 久美 あかね書房

519 CO2はどこへ行くのか? 小西 哲之 PHP研究所

596 野菜はすごい! 柴田書店 柴田書店

611 家族農業が世界を変える 2 関根 佳恵 かもがわ出版

619 すがたをかえるたべものしゃしんえほん 17 宮崎 祥子 岩崎書店

626 まるごとたまねぎ 八田 尚子 絵本塾出版

626 くらべて発見やさいの「おなか」 1 農文協 農山漁村文化協会
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

721 葛飾北斎 山下 裕二 ほるぷ出版

726 ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー・マッケジー 飛鳥新社

780 写真で見るオリンピック大百科 1～4 舛本 直文 ポプラ社

810 にほんごをまなぶえほん 4～5 スーザンももこ 岩崎書店

814 いろ  (日本のことばずかん) 神永 曉 講談社

814 きもちのことばじてん 青木 伸生 チャイルド本社

913ｲﾀ ほんとのママはゴールドマリー 板橋 雅弘 岩崎書店

913ｲﾄ よそんちの子 いとう みく ほるぷ出版

913ｶﾄ ケケと半分魔女 角野 栄子 福音館書店

913ｺｽ たんじょうびはジェットコースター こすぎ さなえ PHP研究所

913ｿｳ 探検!いっちょかみスクール 怪盗の後継者編 宗田 理 静山社

913ﾅｶ あしたへの翼 中島 信子 汐文社

913ﾎｼ ふしぎな声が町じゅうで ほしお さなえ 徳間書店

913ﾓｶ ようかい村のようかいばあちゃん 最上 一平 新日本出版社

913 謎解きミステリー 有栖川 有栖 汐文社

933ﾋｱ 空から見える、あの子の心 シェリー・ピアソル 童心社

933ﾏﾃ プーさんの戦争 リンジー・マティック 評論社

963ﾏﾙ おとなってこまっちゃう ハビエル・マルピカ 偕成社

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｼ 山の上に貝がらがあるのはなぜ? ミレン・アシアイン=ロラ 岩崎書店

Eｱｽ じゅうじゅうじゅう あずみ虫 福音館書店

Eｱﾝ 旅の絵本 10 安野 光雅 福音館書店

Eｲｼ おめんです 3 いしかわ こうじ 偕成社

Eｳﾝ こんなかお、できる? トミー・ウンゲラー 好学社

Eｷﾆ しーっ!みみをすまして ニコラ・キニア 化学同人

Eｺﾊ 海峡のまちのハリル 小林 豊 三輪舎

Eｻﾜ 5たろうとおにがしま さわだ ひさな 神宮館

Eｽｽ だれかさんのかたっぽてぶくろ すずき みほ ほるぷ出版

Eﾀｶ なぞなぞはじまるよ 3 高畠 純 絵本館

Eﾅｶ やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの? なかや みわ 白泉社

Eﾈｲ スーツケース クリス・ネイラー・バレステロス 化学同人

Eﾊｾ オカピぼうやのちいさなぼうけん 長谷川 義史 ひさかたチャイルド

Eﾌｸ クロべぇ ふくだ いわお 光村教育図書

Eﾌﾗ 車いすにのったらどうなるの? ハリエット・ブランドル ほるぷ出版

Eﾍｽ ぼくらのパパは、だいとうりょう シェイダ・アブヴァビ・ベスト KADOKAWA

Eﾍﾙ ねこのオーランドー毛糸のズボン キャスリーン・ヘール 好学社

Eﾍﾝ やぁだ! マルリョケ・ヘンリヒス BL出版

Eﾎﾗ せかいでいちばんのばしょ ペトル・ホラチェック BL出版

Eﾎﾘ きこりとおおかみ ほりうち せいいち 福音館書店

Eﾏｷ おはいんなさい えりまきに 牧野 鈴子 金の星社

Eﾏﾂ ほしのおうじさま サラ・マッシーニ 主婦の友社

Eﾓﾓ どうしてパパとけっこんしたの? 桃戸 栗子 福音館書店

Eﾕﾂ おばあさんとトラ ヤン・ユッテ 徳間書店

Eﾕﾉ 魔法のことば 柚木 沙弥郎 福音館書店

Eﾙ ちきゅうのための1じかん バオ・ルー 評論社
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