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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

【一般図書】

000　総 記
002 <知>の取扱説明書 仲正 昌樹 作品社

007.3 メタバース 加藤 直人 集英社

007.3 SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 宮下 由多加 ジャムハウス

007.6 高校生からのPython入門 立山 秀利 ジャムハウス

010.2 攻撃される知識の歴史 リチャード・オヴェンデン 柏書房

019.2 一冊の絵本が子どもを変える 多賀 一郎 黎明書房

022.3 図説江戸のカルチャー 教養書・実用書の世界 深光 富士男 河出書房新社

070.1 危機の新聞瀬戸際の記者 坂 夏樹 さくら舎

100　哲 学
104 絶滅へようこそ 稲垣 諭 晶文社

115.7 ルドルフ・シュタイナー思考の宇宙 中村 昇 河出書房新社

134.3 学問論 シェリング 岩波書店

140 人間の意味 アルフレッド・アドラー 興陽館

141.5 おしゃべりな脳の研究 チャールズ・ファニーハフ みすず書房

146.8 誰にも嫌われずに同調圧力をサラリとかわす方法 大嶋 信頼 祥伝社

159 生きベタさん 釈 徹宗 講談社

159 全米トップ校が教える自己肯定感の育て方 星 友啓 朝日新聞出版

159.7 70代で死ぬ人、80代でも元気な人 和田 秀樹 マガジンハウス

175.9 東京の神社・お寺めぐり 渋谷 申博 G.B.

188.5 6匹の猫と住職 那須の長楽寺 主婦の友社

192 世界を揺るがした聖遺物 杉崎 泰一郎 河出書房新社

200　歴史・地理
202.5 古代遺跡大図鑑 森谷 公俊 ニュートンプレス

209 漫画サピエンス全史 人類の誕生編 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

210.1 速読日本史 金谷 俊一郎 ワニブックス

210.4 女人政治の中世 田端 泰子 吉川弘文館

210.5 お江戸暮らし 杉浦 日向子 筑摩書房

222.5 満洲国グランドホテル 平山 周吉 芸術新聞社

232.8 古代ポンペイの日常生活 本村 凌二 祥伝社

253 人種・ジェンダーからみるアメリカ史 宮津 多美子 明石書店

281.04 わたしたちが27歳だったころ with編集部 講談社

289.1ｳﾁﾀ 53歳の新人 内多 勝康 新潮社

289.1ｶｾ 真珠湾の代償 福井 雄三 毎日ワンズ

289.1ﾎｳｼ 北条義時の生涯 菊池 紳一 勉誠出版

290.4 奇妙な孤島の物語 ユーディット・シャランスキー 河出書房新社

290.9 イスタンブールで青に溺れる 横道 誠 文藝春秋

291.3 地球の歩き方aruco東京で楽しむイタリア&スペイン 地球の歩き方

291.6 観光コースでない京都 平井 美津子 高文研

300　社会科学
302.2 家計簿からみる中国今ほんとうの姿 青樹 明子 日経BP日本経済新聞出版

304ｵﾄﾘ まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう オードリー・タン SBクリエイティブ

304ﾋｹﾃ 来たれ、新たな社会主義 トマ・ピケティ みすず書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

319.3 日本がウクライナになる日 河東 哲夫 CCCメディアハウス

324.2 共有名義不動産 大江 剛 東峰書房

327.1 じつは裁判所ってこんな所なんです! 中村 圭一 ごま書房新社

331
そのビジネス課題、
最新の経済学で「すでに解決」しています。

今井 誠 日経BP

334.3 世界少子化考 毎日新聞取材班 毎日新聞出版

336 入社1年目のビジネススキル大全 木部 智之 三笠書房

336.4 マスク時代リモート時代の新コミュニケーション 竹内 一郎 春陽堂書店

336.8 決算書の基本 川口 宏之 日本実業出版社

338 お金の未来 山本 康正 講談社

361.5 ルーズな文化とタイトな文化 ミシェル・ゲルファンド 白揚社

361.7 ネイバーフッドデザイン 荒 昌史 英治出版

364.6 私の老後私の年金 長尾 義弘 河出書房新社

366.1 図解わかる労働基準法 2022-2023年版 荘司 芳樹 新星出版社

367.2 いいから、あなたの話をしなよ アジュマ

367.6 「ひきこもり当事者」の社会学 伊藤 康貴 晃洋書房

367.9 トランスジェンダーを生きる 町田 奈緒士 ミネルヴァ書房

368.6 キャッチ・アンド・キル ローナン・ファロー 文藝春秋

369.2 不揃いな身体でアフリカを生きる 仲尾 友貴恵 世界思想社

369.4 どうして? ひぐち あずさ 遠見書房

370.4 子どものための居場所論 阿比留 久美 かもがわ出版

374.1 秒で刺さって子どもが動く!「教室コトバ」のつくり方 森川 正樹 東洋館出版社

377.6 トビタテ!世界へ 船橋 力 リテル

379.9 子どもに伝わる魔法の「ほめ方」「叱り方」 島谷 留美 講談社

379.9 子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の「おしごと」 丘山 亜未 青春出版社

383.1 ドレスコード リチャード・トンプソン・フォード パンローリング

383.3 アイヌのビーズ 池谷 和信 平凡社

384.8 失われゆく娯楽の図鑑 藤木TDC グラフィック社

385 現代日本人の一生 石井 研士 弘文堂

388.1 桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持 よつば 新日本出版社

388.1 怪異と遊ぶ 怪異怪談研究会 青弓社

391.6 最高の敵 ガス・ルッソ ハーパーコリンズ・ジャパン

400　自然科学
402 人新世 平 朝彦 東海大学出版部

407 市民科学のすすめ 小堀 洋美 文一総合出版

413.5 三角関数 ニュートンプレス

420 世界は単位と公式でできている 福江 純 日本能率協会マネジメントセンター

421 文系のためのめっちゃやさしい無とは何か 佐々木 真人 ニュートンプレス

429.6 神の方程式 ミチオ・カク NHK出版

430 学びなおし中学・高校の化学 ニュートンプレス

440.4 夜、寝る前に読みたい宇宙の話 野田 祥代 草思社

451.6 雲を知る本 岩槻 秀明 いかだ社

453.2 津波詳細地図にみる東日本大震災の10年 原口 強 古今書院

470 散歩がもっと楽しくなる四季の草花図鑑 多田 多恵子 宝島社

481.7 動物行動学者、モモンガに怒られる 小林 朋道 山と溪谷社

485.3 カニの歌を聴け 竹下 文雄 京都大学学術出版会

486.04 怪虫ざんまい 小松 貴 新潮社

488.2 なつのやまのとり piro piro piccolo 山と溪谷社

489.5 絶滅したオオカミの物語 志村 真幸 三弥井書店

491.3 意識はなぜ生まれたか マイケル・グラツィアーノ 白揚社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

492.5 人類冬眠計画 砂川 玄志郎 岩波書店

493.4 甲状腺の病気といわれたら 西川 光重 NHK出版

493.7 誰も正常ではない ロイ・リチャード・グリンカー みすず書房

496 「目」のトリセツ 杉田 美由紀 主婦の友社

498.3 働くあなたの快眠地図 角谷 リョウ フォレスト出版

498.3 60歳からの睡眠の新常識 坪田 聡 宝島社

500　工学・家庭
501.4 1冊で学ぶ材料・加工・図面の初歩 西村 仁 日経BP

502.1 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻 健男 笠間書院

517.04 アフリカから始める水の話 石川 薫 勁草書房

519.4 海の生物多様性を守るために 秋道 智彌 西日本出版社

523.1 建築家の基点 坂牛 卓 彰国社

527 安くて小さい家を建てる方法のすべてがわかる本 主婦の友社 主婦の友社

537.09 最新自動車業界の動向としくみがよーくわかる本 黒川 文子 秀和システム

547.3 スピーカー技術の100年 1～4 佐伯 多門 誠文堂新光社

557.5 世界の美しい灯台 デイヴィッド・ロス 原書房

588.5 日本酒学講義 新潟大学日本酒学センター ミネルヴァ書房

589.2 教養としてのデニム 藤原 裕 KADOKAWA

590 笑う家事には福来る マキ 主婦の友社

591 結局、老後2000万円問題ってどうなったんですか? 岩城 みずほ サンマーク出版

593.3 着物リメイクで大人のおしゃれ服 もりた もとこ 世界文化社

594 しましまとみずたまでつくる小物 石川 ゆみ 扶桑社

594.3 刺しゅう糸とかぎ針で編む12か月の花のリース アップルミンツ

594.9 てづくり推しぬいBOOK 平栗 あずさ グラフィック社

596ｺﾀｹ 時間があっても、ごはん作りはしんどい 小竹 貴子 学研プラス

596ｽｶﾜ 47都道府県日本全国地元食図鑑 菅原 佳己 平凡社

596.2 クルドの食卓 中島 直美 ぶなのもり

596.2 おうちでできる世界のおそうざい 荻野 恭子 河出書房新社

596.3 ツレヅレハナコの愛してやまないたまご料理 ツレヅレハナコ サンマーク出版

596.6 みのり菓子 小林 優子 天夢人

597.5 部屋を片づけたら人生のミラーボールが輝きだした。 平野 ノラ KADOKAWA

599 0ー2歳児の発達にあったあそびアイデアBOOK 浅野 ななみ ナツメ社

600　産 業
601.1 2030年「東京」未来予想図 市川 宏雄 クロスメディア・パブリッシング

611.9 子育て世代のための快適移住マニュアル 金丸 知弘 誠文堂新光社

629.7 小さな庭をつくる 河野 義雄 NHK出版

645.8 カワウソをよく知るための本 コツメカワウソ研究会 グラフィック社

666.9 アクアリウムのある生活 千田 義洋 日東書院本社

670.9 「速く」「短く」「感じよく」メールを書く方法 鈴木 真理子 明日香出版社

672.1 中野ブロードウェイ物語 長谷川 晶一 亜紀書房

673.7 お花屋さんの仕事基本のき 日本フローラルマーケティング協会 誠文堂新光社

675.4 スマート物流 藁谷 友紀 毎日新聞出版

683.5 船旅の文化誌 富田 昭次 青弓社

686.9 路面電車大百科 西森 聡 天夢人

700　芸術・体育
702.06 ジャポニスムを考える ジャポニスム学会 思文閣出版

709 世界遺産ガイド ウクライナ編 古田 陽久 シンクタンクせとうち総合研究機構

718 日本の仏像 薬師寺 君子 西東社

721.2 鳥獣戯画研究の最前線 土屋 貴裕・著 東京美術
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

723.05 印象派とタイヤ王 林 洋海 現代書館

726.5 人生はごちそう 田村 セツコ あさ出版

751.3 あたらしい洋食器の教科書 加納 亜美子 翔泳社

754.9 はじめての実用おりがみ 小林 一夫 朝日新聞出版

762.1 「アキラさん」は音楽を楽しむ天才 宮川 彬良 NHK出版

777.1 14歳からの文楽のすゝめ 竹本 織太夫 実業之日本社

778.2 手放す瞬間 古村 比呂 KADOKAWA

779.9 ヒロスエの思考地図 広末 涼子 宝島社

782.3 スムーズな走りを極める!陸上競技ハードル 山崎 一彦 メイツユニバーサルコンテンツ

783.5 トンネルの向こうへ 大坂 環 集英社

786.3 プロが教える親子キャンプ読本 長谷部 雅一 メイツユニバーサルコンテンツ

788.1 大相撲の行司と階級色 根間 弘海 専修大学出版局

796 将棋のひみつ 羽生 善治 メイツユニバーサルコンテンツ

800  語 学
809.2 一流の言いかえ 諏内 えみ 光文社

816.5 基礎からわかる論文の書き方 小熊 英二 講談社

818 それいけ!方言探偵団 篠崎 晃一 平凡社

834 くらべて覚える英単語 清水 建二 青春出版社

887.5 時事ロシア語 加藤 栄一 東洋書店新社

900　文 学
(日本文学)

910.2ｱﾍ 壁とともに生きる ヤマザキ マリ NHK出版

910.2ﾆｼﾑ 西村京太郎の推理世界 オール讀物 文藝春秋

910.2 春夏秋冬 恋よこい 林 望 春陽堂書店

910.3ｵﾘｸ 折口信夫「まれびと」の発見 上野 誠 幻冬舎

911.4 シルバー川柳 丘を越えて編 みやぎシルバーネット 河出書房新社

911.6 中島みゆき詩集 中島 みゆき 角川春樹事務所

913.6ｱｵﾔ ただいま神様当番 青山 美智子 宝島社

913.6ｱﾀﾝ ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒 集英社

913.6ｲｻｶ マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 幻冬舎

913.6ｲﾄｳ 天下を買った女 伊東 潤 KADOKAWA

913.6ｳｴﾀ 布武の果て 上田 秀人 集英社

913.6ｵﾂｲ さよならに反する現象 乙一 KADOKAWA

913.6ｸｼｷ 氷の致死量 櫛木 理宇 早川書房

913.6ｺｳｶ ベター・ハーフ 鴻上 尚史 講談社

913.6ｻｲﾊ 少女ABCDEFGHIJKLMN 最果 タヒ 河出書房新社

913.6ｻｻｷ 雪に撃つ 佐々木 譲 角川春樹事務所

913.6ｻﾄｳ 青春とシリアルキラー 佐藤 友哉 ホーム社

913.6ｼﾖｳ ハロー・グッドバイ 小路 幸也 集英社

913.6ｼﾝｶ 競争の番人 新川 帆立 講談社

913.6ﾂｼﾄ 二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ 祥伝社

913.6ﾉﾄ ない本、あります。 能登 崇 大和書房

913.6ﾉﾘｼ パパイヤ・ママイヤ 乗代 雄介 小学館

913.6ﾊﾊｷ 花散る里の病棟 帚木 蓬生 新潮社

913.6ﾕｽｷ ついでにジェントルメン 柚木 麻子 文藝春秋

913.6 はじめての 島本 理生 水鈴社

914.6ｲｼﾕ 大人への手順 伊集院 静 文藝春秋

914.6ｾﾄｳ 99年、ありのままに生きて 瀬戸内 寂聴 中央公論新社

914.6ﾐｳﾗ 平凡な日常を切り捨てずに深く大切に生きること 三浦 綾子 いのちのことば社

- 4 -



 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

914.6ﾓｴｶ それでも日々はつづくから 燃え殻 新潮社

（外国文学）

933.7ｳｴﾘ 最後の宇宙飛行士  (ハヤカワ文庫 SF 2367) デイヴィッド・ウェリントン 早川書房

933.7ｽｹｽ あの図書館の彼女たち ジャネット・スケスリン・チャールズ 東京創元社

933.7ﾀｲﾗ この道の先に、いつもの赤毛 アン・タイラー 早川書房

933.7ﾍﾈﾂ ひとりの双子 ブリット・ベネット 早川書房

949.5 印 アーナルデュル・インドリダソン 東京創元社

963 雌犬 ピラール・キンタナ 国書刊行会

982 かもめ  (近代古典劇翻訳<注釈付>シリーズ 003) アントン・チェーホフ 論創社

【参考図書】

031 ブリタニカ国際年鑑 2022 ブリタニカ・ジャパン

290.3 古代オリエント人名事典 グウェンドリン・レイク 柊風舎

703.1 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

(郷土資料)

K204 明日話せる柏学 明日話せる柏学編集委員会 柏市教育委員会

K291 ゼンリン住宅地図千葉県流山市 ゼンリン

K462 千葉県生物多様性センター研究報告 第10号 千葉県生物多様性センター 千葉県環境生活部自然保護課

【児童図書】

007 サイバーセキュリティー会社図鑑 NRIセキュアテクノロジーズ 日経BP

159 なんで勉強しなきゃいけないの? 2 荒俣 宏 金の星社

193 小学生のための聖書がまるごとわかる本 すずき たかひろ いのちのことば社

209 ヒストリーアトラス ドーリング・キンダースリー社 BL出版

219 ももちゃんのピアノ 柴田 昌平 ポプラ社

289ｵﾄ 「オードリー・タン」の誕生 石崎 洋司 講談社

289ﾆｲ 新美南吉 谷 悦子 あかね書房

304 ニュース年鑑 2022 池上 彰 ポプラ社

318 はっけんいっぱい!まちのしせつ 1～5 田村 学 ポプラ社

319 楽しく調べよう!身近な国際交流 上・下 あかつき教育図書

333 SDGsキャラクター図鑑 秋山 宏次郎 日本図書センター

367 知ってる?体のしくみと発達 田代 美江子 金の星社

369 これからの防災 1～4 近藤 誠司 ポプラ社

370 学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田 照幸 筑摩書房

375 調べるって、おもしろい!! 図書館振興財団 岩崎書店

383 昔の道具で郷土ごはん 農文協 農山漁村文化協会

407 わくわく自由研究 6年生 辻 健 国土社

451 空を見上げてわかること 斉田 季実治 PHP研究所

459 宝石のひみつ図鑑 諏訪 久子 世界文化社

465 ずかんはたらく微生物 中島 春紫 技術評論社

480 ざんねんないきもの事典 やっぱり 今泉 忠明 高橋書店

498 10歳からの学校では教えてくれない健康とからだ 野口 緑 池田書店

501 エネルギーって何だろう? 小池 康郎 PHP研究所

588 はっこう 小川 忠博 あすなろ書房

619 食べ物のひみつを教えます 麦・とうもろこし・いも 安達 修二 金の星社

626 くらべて発見やさいの「おなか」 2～3 農文協 農山漁村文化協会

759 47都道府県の郷土玩具 1 日本玩具博物館 大月書店
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

780 自分らしさをつらぬく 星野 恭子 あかね書房

785 小学生の水泳最強上達BOOK 森 謙一郎 メイツユニバーサルコンテンツ

811 漢字ハカセ、研究者になる 笹原 宏之 岩波書店

911.1ｺｼ 短歌部、ただいま部員募集中! 小島 なお 岩波書店

913ｵｶ ないしょの五日間 岡田 淳 偕成社

913ｶﾝ りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの ゆうこ 講談社

913ｻﾄ ソノリティ 佐藤 いつ子 KADOKAWA

913ｼｵ たまごのはなし しおたに まみこ ブロンズ新社

913ﾀﾅ 落語少年サダキチ よん 田中 啓文 福音館書店

913ﾊﾏ マスクと黒板 濱野 京子 講談社

913ﾊﾔ 草のふえをならしたら 林原 玉枝 福音館書店

913ﾐﾀ ふしぎ町のふしぎレストラン 5 三田村 信行 あかね書房

913ﾔｴ トントンとリッキのかいぞくせん やえがし なおこ 講談社

913ﾚｲ 病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子 講談社

916 そんな軽い命なら私にください 渡部 成俊 大和書房

933ﾚｿ 目で見ることばで話をさせて アン・クレア・レゾット 岩波書店

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｵ のぞいてごらんおとぎのせかい 青山 邦彦 フレーベル館

Eｱｷ きんいろのしか 秋野 不矩 福音館書店

Eｲﾓ へっこきよめさま いもと ようこ 金の星社

Eｴｶ わたしはいいこ? えがしら みちこ 小学館

Eｴﾂ あるあさ、ぼくは… マリー・ホール・エッツ 好学社

Eｵｵ アリのかぞく 大島 加奈子 福音館書店

Eｷﾂ ジェニーのぼうし エズラ・ジャック・キーツ 好学社

Eｸﾉ のせのせせーの! くの まり ブロンズ新社

Eｺﾏ ゆかしたのワニ コマツ シンヤ 福音館書店

Eｻﾗ ライラックどおりのおひるごはん フェリシタ・サラ BL出版

Eｼｵ さかなくん しおたに まみこ 偕成社

Eｼﾓ ありがとうなかよし しもかわら ゆみ 講談社

Eﾄｸ かまきりのちょん 得田 之久 福音館書店

Eﾅｶ お祭りが大好きパヤベくん 長倉 洋海 アリス館

Eﾉﾑ せかいのくにでいただきます! 野村 たかあき 講談社

Eﾊﾗ あげる はらぺこめがね 佼成出版社

Eﾊﾙ いのちの水 ベネリン・バルカノフ 福音館書店

Eﾊﾝ やせいのパパ フィリップ・バンティング 化学同人

Eﾊﾝ やせいのママ フィリップ・バンティング 化学同人

Eﾌﾙ ぼりすそらをとぶ ディック・ブルーナ 福音館書店

Eﾍｱ みらいのえんそく ジョン・ヘア あすなろ書房

Eﾓﾓ へんしん 桃山 鈴子 福音館書店

Eﾘﾌ クリスマスのうさぎさん ウィリアム・リプキンド 福音館書店

Eﾘﾝ きょうりゅうバスでとしょかんへ リン シャオペイ 世界文化ブックス

Eﾚｲ ことばコレクター ピーター・レイノルズ ほるぷ出版

Eﾜﾄ おとうとがおおきくなったら ジュディ・ワトソン 徳間書店
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