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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

002.7 ルーズリーフ手帳の作り方 マルマン KADOKAWA

007.6 秒で使えるパワポ術 豊間根 青地 KADOKAWA

007.6 コンピュータはなぜ動くのか 矢沢 久雄 日経BP

011.2 図書館の使命を問う 塩見 昇 日本図書館協会

014.6
眞野先生。
本が傷んだら修理するだけじゃダメってホント?

眞野 節雄 DBジャパン

019.9 危機の読書 佐藤 優 小学館

069.02 ザ・ミュージアム オーウェン・ホプキンズ 河出書房新社

100　哲 学

104 日本語からの哲学 平尾 昌宏 晶文社

115.8 このゲームにはゴールがない 古田 徹也 筑摩書房

139.3 <実存哲学>の系譜 鈴木 祐丞 講談社

143.7 あなたのまわりの「高齢さん」の本 佐藤 眞一 主婦と生活社

159 40代から手に入れる「最高の生き方」 いれぶん KADOKAWA

159.4 その働き方、あと何年できますか? 木暮 太一 講談社

162 流れが見えてくる宗教史図鑑 中村 圭志 ナツメ社

172 秘められた神々 古川 順弘 エムディエヌコーポレーション

188.9 日蓮を生きる ひろ さちや 佼成出版社

193.1 旧約聖書がわかる本 並木 浩一 河出書房新社

200　歴史・地理

204 歴史はなぜ必要なのか 南塚 信吾 岩波書店

209 岩波講座世界歴史 20 荒川 正晴 岩波書店

210.1 天皇の国史 上・下 竹田 恒泰 PHP研究所

210.55 江戸にラクダがやって来た 川添 裕 岩波書店

213.6 発掘写真で訪ねる葛飾区・江戸川区古地図散歩 坂上 正一 フォト・パブリッシング

215.1 縄文アートを旅しよう! 塩崎ビル

222 禁断の中国史 百田 尚樹 飛鳥新社

238.07 ロシアのなかのソ連 馬場 朝子 現代書館

280.4 古代の覇者 パトリシア・ダニエルズ 日経ナショナルジオグラフィック

289.1ｱﾍ 宿命 安倍 洋子 文藝春秋

289.1ﾀｶﾔ 帰ってきた日々ごはん 12 高山 なおみ KTC中央出版

289.3ｴﾘｻ エリザベス女王 日経ナショナルジオグラフィック

290.9 世界のおみやげ図鑑 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291.3 地理院地図で東京を歩く 3 地理教育研究会 清水書院

291.5 10日で走破!自転車で行く東海道五十三次 成美堂出版

291.6 今昔地図でたどる京都大路散歩 原島 広至 学芸出版社

293.5 パリ季記 猫沢 エミ 扶桑社

No.271（2022年11月号） 2022.10.1～2022.10.31 受入図書の一部を掲載
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

300　社会科学

302.1
18歳から100歳までの
日本の未来を考える17のキーワード

樋口 裕一 学研プラス

302.5 キャンセルカルチャー 前嶋 和弘 小学館

304ｶﾗﾀ 力と交換様式 柄谷 行人 岩波書店

316.4 普通の若者がなぜテロリストになったのか カーラ・パワー 原書房

318 市民は行政と協働を創れるか 河井 孝仁 彩流社

318.6 新・シティプロモーションでまちを変える 河井 孝仁 彩流社

319.2 中国パンダ外交史 家永 真幸 講談社

319.3 ウクライナ戦争と米中対立 峯村 健司 幻冬舎

319.3 よみがえる戦略的思考 佐藤 優 朝日新聞出版

324.7 歴史から学ぶ相続の考え方 神山 敏夫 集英社

331.04 使える!経済学 日本経済研究センター 日経BP日本経済新聞出版

335
誰でもできるのに9割の人が気づいていない、
お金の生み出し方

今井 孝 幻冬舎

335.8 ヒトゴトにしない社会へ アノニマ・スタジオ KTC中央出版

336.3 人的資本の活かしかた 上林 周平 アスコム

336.4 最新コーチングの手法と実践がよーくわかる本 谷口 祥子 秀和システム

338.1 はじめての資産運用 新屋 真摘 成美堂出版

341 「国の借金は問題ない」って本当ですか? 森永 康平 技術評論社

345.3
年金生活者・定年退職者のための確定申告
令和5年3月15日締切分

山本 宏 技術評論社

349 水族館のアシカはいくらで買える? 野崎 敏彦 合同フォレスト

361.4 聞く技術聞いてもらう技術 東畑 開人 筑摩書房

364 もっと気になる社会保障 権丈 善一 勁草書房

366.2 世界はフムフムで満ちている 金井 真紀 筑摩書房

367.1 ピンクとブルーに分けない育児 カイル・マイヤーズ 明石書店

367.7 老人をなめるな 下重 暁子 幻冬舎

368.7 記者がひもとく「少年」事件史 川名 壮志 岩波書店

368.7 ケーキの切れない非行少年たちのカルテ 宮口 幸治 新潮社

369.2 ぼけと利他 伊藤 亜紗 ミシマ社

369.2 靴下は今夜も宙を舞う 生活支援員95 本の種出版

371.4 スクールカウンセラーという仕事 内田 利広 青弓社

375.1 子どもに一発で伝わる!説明の技術 土居 正博 学陽書房

376.8 芸術学部 浅野 恵子 ぺりかん社

379.9 子育て365日 親野 智可等 ダイヤモンド社

382.5 犬に話しかけてはいけない 近藤 祉秋 慶應義塾大学出版会

385.4 小さな結婚式 小さな結婚式 ダイヤモンド社

386.9 日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼 正一 淡交社

400　自然科学

404ｻｲﾄ 大失敗から生まれたすごい科学 齋藤 勝裕 シーアンドアール研究所

410 数学オリンピック 2018ー2022 数学オリンピック財団 日本評論社

418.6 カンタン電卓操作術 TAC電卓研究会 TAC株式会社出版事業部

431.1 元素に名前をつけるなら 江頭 和宏 オーム社

459 美しいインクルージョンの鉱物図鑑 atelier Ruchi エクスナレッジ
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

468.8 クジラの海をゆく探究者たち 上・下 リチャード・J.キング 慶應義塾大学出版会

481.1 キリンのひづめ、ヒトの指 郡司 芽久 NHK出版

481.7 「死んだふり」で生きのびる 宮竹 貴久 岩波書店

491 人体の全貌を知れ ダニエル・M.デイヴィス 亜紀書房

491.8 安保徹の免疫学ノート 安保 徹 三和書籍

493.7 グレーゾーンの歩き方 成沢 真介 風鳴舎

495.1 更年期の処方箋 松峯 寿美 ナツメ社

495.4 ドナーで生まれた子どもたち サラ・ディングル 日経ナショナルジオグラフィック

498.3 忘れる脳力 岩立 康男 朝日新聞出版

498.5 食材の選び方と保存法 造事務所 メディアパル

500　工学・家庭

501.6 知識ゼロでも楽しく読める!エネルギーのしくみ エネルギー総合工学研究所 西東社

518.2 トコトンやさしい下水道の本 高堂 彰二 日刊工業新聞社

524 世界を変えた建築構造の物語 ロマ・アグラワル 草思社

527.1 間取り図大好き! 間取り図ナイト 扶桑社

531.3 機構学の「しくみ」と「基本」 小峯 龍男 技術評論社

547.8 ビデオのメディア論 永田 大輔 青弓社

582.4 新・日本懐かし自販機大全 魚谷 祐介 辰巳出版

589.2 私の定番 岡本 敬子 光文社

590 60代ひとり暮らし明るく楽しく生きる術。 Mimi 主婦と生活社

591 貯まらない生活はもうやめよう Takeru KADOKAWA

593.3 おとな服名品図鑑 中野 ユカリ 日本ヴォーグ社

593.8 楽しくなる着付け100のコツ すなお KADOKAWA

594.3 ナニコレニット 野口 智子 グラフィック社

595.4 最高の髪型解剖図鑑 篠原 龍 エクスナレッジ

596ｱﾘﾓ 有元葉子の冷凍術 有元 葉子 筑摩書房

596ｺﾃﾗ 料理がたのしくなる料理 こてら みや KTC中央出版

596.04 勝負の店 久住 昌之 光文社

596.04 私を整えるごはん サニー早苗 WAVE出版

596.3 野菜で中華 今井 亮 成美堂出版

596.6 ムラヨシマサユキのスコーンBOOK ムラヨシ マサユキ グラフィック社

596.7 東京カフェ日和 オフィス・クリオ メイツユニバーサルコンテンツ

597 旅するインテリア 口尾 麻美 ケンエレブックス

597.5 クリエイティブ整理・収納術 TSUN クロスメディア・パブリッシング

599 はじめてパパになる本 今田 義夫 実業之日本社

600　産 業

601.1 A級グルメが日本の田舎を元気にする 寺本 英仁 時事通信出版局

645.7 ねこの法律とお金 渋谷 寛 ライブ・パブリッシング

650.4 森に暮らし、鳥になった人。 柳生 博 東京ニュース通信社

660.6 ファーストペンギン 坪内 知佳 講談社

670.9 短いのに感じがいいメールが悩まず書ける本 亀井 ゆかり 日本実業出版社

673.7 小売業DX 宮里 隆司 秀和システム

675.3 おもちゃ流企画術 大澤 孝 実業之日本社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

686.5 世界のすごい駅 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

687.06 ANA苦闘の1000日 高尾 泰朗 日経BP

693.8 切手デザイナーの仕事 間部 香代 グラフィック社

700　芸術・体育

706.9 小田急百貨店の展覧会 志賀 健二郎 筑摩書房

720.4 いい絵だな 伊野 孝行 集英社インターナショナル

723 名画の中で働く人々 中野 京子 集英社

728.2 篠田桃紅 平凡社

740.4 遅れた花 酒井 忠康 クレヴィス

754.9 おりがみで作る器と箱 布施 知子 誠文堂新光社

762.1 奇跡の童謡 山内 喜美子 大空出版

773.2 教養としての能楽史 中村 雅之 筑摩書房

778.04 映画をめぐるディアローグ ジャン=リュック・ゴダール 読書人

779.1 落語の凄さ 橘 蓮二 PHP研究所

779.9 めんどくさいロシア人から日本人へ 小原 ブラス 扶桑社

780.1 運動の神話 上・下 ダニエル・E.リーバーマン 早川書房

783.7 野球解析図鑑 川村 卓 イースト・プレス

788.5 近代日本の競馬 杉本 竜 創元社

793.2 1日5分いけばなの歴史 細川 武稔 淡交社

800  語 学

815.03 日本語文法がわかる事典 林 巨樹 東京堂出版

821.2 漢字の成り立ち図解 落合 淳思 人文書院

829.1 世宗、ハングルで世の中を変える キム スロン クオン

830 悪魔の英語術 黒田 莉々 集英社インターナショナル

834 いきもの英単語 清水 建二 実業之日本社

892 教養としての「ラテン語の授業」 ハン ドンイル ダイヤモンド社

900　文 学

(日本文学)

901.2 キャラクター ロバート・マッキー フィルムアート社

910.2ｷﾖｳ ビジュアル&デザインで愉しむ京極夏彦の世界 京極 夏彦 玄光社

910.2 五〇人の作家たち 岡山 典弘 新典社

911.16ﾏｽﾉ
毎日のように手紙は来るけれど
あなた以外の人からである

枡野 浩一 左右社

911.5 詩人はすべて宿命である 萩原 朔太郎 国書刊行会

912.7 脚本力 倉本 聰 幻冬舎

913.3 よみがえる与謝野晶子の源氏物語 神野藤 昭夫 花鳥社

913.6ｱﾂｶ あなたへの挑戦状 阿津川 辰海 講談社

913.6ｲｶﾗ 奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久 光文社

913.6ｲﾇｲ 水底のスピカ 乾 ルカ 中央公論新社

913.6ｳﾀﾉ 首切り島の一夜 歌野 晶午 講談社

913.6ｷﾀｶ よくがんばりました。 喜多川 泰 サンマーク出版

913.6ｸﾎ 夏日狂想 窪 美澄 新潮社

913.6ｸﾗﾁ 世界の望む静謐 倉知 淳 東京創元社

913.6ｼｽｸ クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介 文藝春秋
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

913.6ﾁﾊﾔ しろがねの葉 千早 茜 新潮社

913.6ﾋｶｼ 仕掛島 東川 篤哉 東京創元社

913.6ﾓﾘ 探偵と家族 森 晶麿 早川書房

913.6ﾔｽｷ 死してなお 矢月 秀作 文藝春秋

913.6 家族 中島 要ほか 朝日新聞出版

914.6ｺｳｶ 世間ってなんだ 鴻上 尚史 講談社

914.6ｿﾉ 少し嫌われるくらいがちょうどいい 曽野 綾子 ポプラ社

914.6ﾊﾔｼ あした何着よう 林 真理子 マガジンハウス

914.6ﾔﾏﾓ 残されたつぶやき 山本 文緒 KADOKAWA

916ﾀｶﾉ ハルジオンの花 鷹栖 律子 文芸社

916ﾖｺﾐ ある大学教員の日常と非日常 横道 誠 晶文社

918.4 正岡子規ベースボール文集 正岡 子規 岩波書店

（外国文学）

923.7 太陽が死んだ日 閻 連科 河出書房新社

929.1 普通のノウル イ ヒヨン 評論社

933.7ｱﾁﾔ 悪しき正義をつかまえろ ジェフリー・アーチャー ハーパーコリンズ・ジャパン

933.7ｳｲﾘ 小さなことばたちの辞書 ピップ・ウィリアムズ 小学館

933.7ｳｴｽ 平和を愛したスパイ ドナルド・E.ウェストレイク 論創社

933.7ﾊｲﾝ 明日をこえて ロバート・A.ハインライン 扶桑社

933.7ﾍﾐﾝ 老人と海 アーネスト・ヘミングウェイ 左右社

949.8 1795 ニクラス・ナット・オ・ダーグ 小学館

953.7 鏡の迷宮 エリック・フアシエ 早川書房

963 兎の島 エルビラ・ナバロ 国書刊行会

979.1 ぼくはソ連生まれ ヴァシレ・エルヌ 群像社

【参考図書】

070 千葉日報縮刷版 2022.7 千葉日報社

334.6 わかりやすい土地読本 2022 国土交通省 土地情報センター

358.1 住民基本台帳人口・世帯数表 令和4年版 国土地理協会

366.02 労働経済白書 令和4年版 厚生労働省 日経印刷

386.9 未来記念日 2023ー2032 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

689.2 観光白書 令和4年版 国土交通省観光庁 昭和情報プロセス

K294 ゼンリン住宅地図千葉県松戸市 ゼンリン

K596 房総の太巻きお花ずし 畔上 重子

【児童図書】

104 不思議なテレポート・マシーンの話 飯田 隆 筑摩書房

319 世界を平和にする第一歩 河出書房新社 河出書房新社

326 10歳から読める・わかるいちばんやさしい刑法 和田 俊憲 東京書店

369 地球防災ラボ 東北大学 岩崎書店

404 科学はこのままでいいのかな 中村 桂子 筑摩書房

450 知りたい!行ってみたい!なぞとき絶景図鑑 増田 明代 講談社

452 妖怪は海にいる!?アラマタ式海の博物教室 荒俣 宏 偕成社

491 知らなかった!おなかのなかの赤ちゃん図鑑 増崎 英明 岩崎書店

538 はじめての宇宙旅行ガイド 1 寺薗 淳也 フレーベル館
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

664 おいしい魚ずかん 上田 勝彦 金の星社

711 図画工作deたのしい作品づくり モビール 柴田 芳作 国土社

731 図画工作deたのしい作品づくり 紙はんが 柴田 芳作 国土社

913ｱﾝ ルルとララのティラミス あんびる やすこ 岩崎書店

913ｲﾄ にわか魔女のタマユラさん 伊藤 充子 偕成社

913ｲﾜ ひみつの犬 岩瀬 成子 岩崎書店

913ｳｵ 考えたことなかった 魚住 直子 偕成社

913ｻｲ おばけとしょかん 2 斉藤 洋 講談社

913ｻﾄ 雨の日が好きな人 佐藤 まどか 講談社

913ﾆｼ おなかをすかせたドラゴンとためいきゼリー 仁科 幸子 あすなろ書房

913ﾑﾗ なりたいわたし 村上 しいこ フレーベル館

933ﾏｼ 木のうえのおはなし3にんぐみ ジェイムズ・マーシャル 大日本図書

936ｼﾕ チャンス ユリ・シュルヴィッツ 小学館

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱﾍ アリューシャン☆マジック あべ 弘士 のら書店

Eｲｲ ぼくとお山と羊のセーター 飯野 和好 偕成社

Eｲﾜ きょうはふっくらにくまんのひ メリッサ・イワイ 偕成社

Eｳｴ りんごのまほう うえだ しげこ 教育画劇

Eｳﾉ ルイの冒険 宇野 亞喜良 講談社

Eｵｵ いろいろのりもののりたいな おおで ゆかこ アリス館

Eｵｶ 荒大名の茶の湯 岡本 よしろう 講談社

Eｶﾜ ウマと話すための7つのひみつ 河田 桟 偕成社

Eｺﾐ ぼうし こみね ゆら 講談社

Eｺﾝ ゆめぎんこう おじいちゃんのおともだち コンドウ アキ 白泉社

Eｼｿ レイチェル・カーソン物語 ステファニー・ロス・シソン 西村書店

Eｽﾓ ウェリントンのおおきいおでかけ スティーブ・スモール 化学同人

Eｽﾛ わらってよピッコ ルイス・スロボドキン 福音館書店

Eﾀｶ いねむりおばあちゃんとぼく 高畠 じゅん子 国土社

Eﾀｹ ひみつのえんそく 武田 美穂 童心社

Eﾀｼ どんぐりころころむし たしろ ちさと 福音館書店

Eﾁﾔ しんぱいザウルスくんだいじょうぶだいじょうぶ クリス・チャタートン パイインターナショナル

Eﾄﾖ ポッポーきかんしゃゆきさんぽ とよた かずひこ アリス館

Eﾅｶ ねことことり なかの 真実 世界文化ブックス

Eﾊﾙ イツァーク アビゲイル・ハルピン 音楽之友社

Eﾋｺ へいおまち! 彦坂 有紀 講談社

Eﾋﾗ ぼくんちのおべんとう 平田 景 新日本出版社

Eﾌｶ ふゆのコートをつくりに 布川 愛子 ブロンズ新社

Eﾍｸ あずきがゆばあさんととら ペク ヒナ 偕成社

Eﾏﾂ エルマーのたんじょうび? デビッド・マッキー BL出版

Eﾐﾔ さよならぼくたちのようちえんほいくえん みやにし たつや 金の星社

Eﾓﾃ トスカのクリスマス アン・モーティマー 徳間書店

Eﾔﾏ どきどきキッチンサーカス 山村 浩二 福音館書店

Eﾔﾏ どこ? 山形 明美 講談社
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