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今関 敏子／編

家の文化学

青簡舎

1102072945

2018.121

1 冊22cm　359p 本館210.1

中村 英樹／著

いきのびるアート　目と手がひらく人間の未来

法政大学出版局

1101759400

2015.102

1 冊21cm　16,241,5p 新松戸分館704

浴本 涼子／著

犬の手づくり健康食　スプーン1杯からはじめる

山と溪谷社

1102170735

2020.23

1 冊21cm　127p 和名ヶ谷分館645.6

青海 俊夫／著

海の香りが漂う歴史時代小説700冊

牧歌舎東京本部

1102076012

2018.124

1 冊26cm　324p 本館910.2

ダニエル　オウェンズ=リード／著

LGBTの子どもに寄り添うための本　カミングアウトから始まる日常に向き合うQ&A

白桃書房

1101784376

2016.25

1 冊21cm　214p 明分館367.9

アン　ヘリング／著

おもちゃ絵づくし

玉川大学出版部

1102120801

2019.66

1 冊26cm　141p 本館721.8

佐藤 郡衛／著

海外で学ぶ子どもの教育　日本人学校、補習授業校の新たな挑戦

明石書店

1102223636

2020.87

2 冊19cm　210p 東松戸地域館　376.9

JCM／編集　監修

海外赴任ガイド　2021　赴任準備から家族帯同まで、この1冊でOK!

丸善プラネット

1102247213

2020.128

1 冊21cm　199p 本館290.9

YUTAKA MIYAMOTO／著

外国人のための漢字独習辞典

Nihongo Institute

1102075804

19889

1 冊22cm　16,1350p 本館811.2

天理大学ベアーズ／監修

勝つ!ホッケー上達バイブル　最強チームが教える50のコツ

メイツ出版

1102110076

2019.510

1 冊21cm　128p 本館783.8

山田 良治／著

観光を科学する　観光学批判

晃洋書房

1102287476

2021.511

1 冊21cm　77p 小金分館689

星野 五彦／著

狐の文学史

万葉書房

1101984518

2017.1212

1 冊21cm　227p 本館910.2

直江 清隆／編

高校倫理からの哲学　別巻

岩波書店

1101470018

2012.713

1 冊19cm　13,288p 本館108

村松 弘一／編

古写真・絵葉書で旅する東アジア150年

勉誠出版

1102007033

2018.314

1 冊26cm　175p 本館222.0

水谷 英夫／著

コロナ危機でみえた雇用の法律問題Q&A　在宅勤務 賃金 休業 罹患 ハラスメント 安全配慮義務 労

日本加除出版

1102264864

2021.215

1 冊21cm　22,262p 常盤平分館366.1
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堀 俊輔／著

こんな僕でも指揮者になれた

ヤマハミュージックメディア

1101693499

2015.816

1 冊15cm　251p 小金分館762.1

日外アソシエーツ株式会社／編集

作品名から引ける世界文学全集案内

日外アソシエーツ

1100220346

1992.217

2 冊22cm　775p 本館　他903

さつき図鑑1400種　令和版

栃の葉書房

1102168846

2020.218

1 冊26cm　511p 新松戸分館627.7

小西 美穂／[著]

3秒で心をつかみ10分で信頼させる聞き方・話し方

ディスカヴァー・トゥエンティワン

1101964774

2017.1119

1 冊19cm　279p 本館809.2

日本自然保護協会／編集　監修

自然観察ハンドブック

平凡社

1100539605

1994.720

1 冊19cm　426p 本館407

大矢根 淳／監修

自然災害からの学びと教訓　PTA防災実践事例集

ジアース教育新社

1101916175

2017.521

1 冊26cm　245p 本館374.9

鍵和田 務／著

写真でみる西洋家具の歴史　

日本図書センター

1101434927

2012.122

1 冊27cm　374p 本館758

『手話でGO!GO!合理的配慮』編集チーム／

手話でGO!GO!合理的配慮　障害者差別解消法でやるべきことを考える

全日本ろうあ連盟

1102119170

2019.623

1 冊21cm　176p 小金分館369.2

会誌編集専門委員会／編

進化する図書館

一般社団法人建設コンサルタンツ協

1101926691

2017.424

1 冊28cm　77p 本館010

ピエール　アルベール／著

新聞・雑誌の歴史

白水社

1102196574

2020.525

1 冊18cm　171,31p 本館070.2

セドリック　ポレ／著

世界で一番美しい樹皮図鑑

創元社

1101570027

2013.1126

1 冊33cm　191p 本館653.2

平本 一雄／著

世界の都市　5大陸30都市の年輪型都市形成史

彰国社

1102098030

2019.427

1 冊26cm　215p 本館518.8

マーク　チェイス／著

世界のラン大図鑑

三省堂

1102174136

2020.328

2 冊28cm　656p 本館　他479.3

アントワーヌ　リルティ／著

セレブの誕生　「著名人」の出現と近代社会

名古屋大学出版会

1102072051

2019.129

1 冊22cm　6,413,52p 本館230.5

原田 裕／著

戦後の講談社と東都書房

論創社

1101622950

2014.830

1 冊19cm　4,209p 本館023
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小山 騰／著

戦争と図書館　英国近代日本語コレクションの歴史

勉誠出版

1102063617

2018.1131

1 冊20cm　4,289,7p 本館210

加藤 直子／著

それって円錐角膜かもしれません　10代、20代のうちに気づいて欲しい

ライフサイエンス出版

1102147674

2019.1032

1 冊21cm　10,107p 稔台分館496.3

益井 博史／著

ソロモン諸島でビブリオバトル　ぼくが届けた本との出会い

子どもの未来社

1102196470

2020.533

2 冊19cm　151p 本館　他YA019.9

岡本 茂紀／著

大学留学を成功させる英語キーフレーズ600+

コスモピア

1102191382

2020.434

1 冊21cm　325p 明分館834.4

松本 茂／著

大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法

玉川大学出版部

1101669685

2015.335

2 冊21cm　9,136p 東松戸地域館　002.7

平井 タカネ／編著

ダンスセラピー入門　リズム・ふれあい・イメージの療法的機能

岩崎学術出版社

1101012044

2006.636

1 冊26cm　115p 本館146.8

植村 綾子／著

チアリーダーズライフ　自分が元気になる!人を元気にする!

双葉社

1102046399

2018.937

1 冊19cm　191p 松飛台分館781.4

ＣＨＩＢＡ

千葉県総合企画部報道監

1100019180

198338

2 冊80P 本館　他310

銭 存訓／著

中国の紙と印刷の文化史

法政大学出版局

1101684348

2015.539

1 冊22cm　18,420p 六実分館585

細野 昭雄／編著

チリを知るための60章

明石書店

1102121374

2019.740

2 冊19cm　368p 本館　他302.6

岩田 美津子／著

点訳絵本のつくり方

せせらぎ出版

1101694784

2015.641

2 冊19cm　91p 本館　他378.1

シャンタル　ジャケ／著

匂いの哲学　香りたつ美と芸術の世界

晃洋書房

1101701606

2015.842

1 冊23cm　8,283,6p 小金原分館141

苅安 望／著

日本旗章史図鑑　古代から現代まで

えにし書房

1102127455

2019.743

1 冊27cm　262p 本館288.9

横尾 忠則／著

日本の作家222

日本経済新聞出版社

1101554019

2013.844

1 冊26×26cm　251p 本館723

谷内 正往／著

日本の百貨店史　地方、女子店員、高齢化

日本経済評論社

1102052780

2018.1045

1 冊22cm　7,238p 本館673.8
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滝浦 真人／著

日本語は親しさを伝えられるか

岩波書店

1101531204

2013.446

1 冊19cm　20,194p 本館814

平田 知久／著

ネットカフェの社会学　日本の個別性をアジアから開く

慶應義塾大学出版会

1102091028

2019.347

1 冊22cm　366,23p 本館007.3

トム　ヴァンダービルト／著

ハマりたがる脳　「好き」の科学

早川書房

1102199799

2020.648

1 冊16cm　398p 馬橋東分館361.4

門田 誠一／著

はんこと日本人

吉川弘文館

1102043014

2018.1049

1 冊19cm　142p 本館739.0

井上 さつき／著

ピアノの近代史　技術革新、世界市場、日本の発展

中央公論新社

1102173670

2020.250

1 冊20cm　268p 馬橋東分館582.7

日本図書館協会「東日本大震災あの時の図

東日本大震災あの時の図書館員たち

日本図書館協会

1102187538

2020.351

2 冊21cm　9,237p 本館　他010.2

ビジュアル日専　小判・菊切手編　日本切手専門カタログ

日本郵趣協会

1102232899

2020.1052

1 冊24cm　175p 明分館693.8

杉松 治美／共著

人と生きるカワイルカの生態に迫る

丸善プラネット

1101804576

2016.453

1 冊19cm　11,178p 六実分館489

青江 覚峰／著

人と組織が変わる暗闇ごはん

徳間書店

1102179160

2020.254

1 冊21cm　206p 八ヶ崎分館146.8

井上 雅人／著

ファッションの哲学

ミネルヴァ書房

1102163677

2019.1255

2 冊19cm　17,445,13p 東松戸地域館　589.2

中村 浩／著

ぶらりあるきインドネシアの博物館

芙蓉書房出版

1101692576

2015.756

1 冊21cm　210p 本館069

菅沼 荘二郎／著

フリーアート

水声社

1101695025

2015.857

1 冊21cm　147p 古ヶ崎分館704

能勢 仁／共著

平成の出版が歩んだ道　激変する「出版業界の夢と冒険」30年史

出版メディアパル

1102214624

2020.758

1 冊21cm　222p 本館023.1

エリオット　シュレーファー／作

ボノボとともに　密林の闇をこえて

福音館書店

1101813835

2016.559

1 冊19cm　397p 本館933.7

壬生寺／編

壬生狂言鑑賞ガイド

淡交社

1102187676

2020.460

1 冊19cm　143p 新松戸分館386.8
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めがねと旅する美術展実行委員会／編

めがねと旅する美術　見えないものを見るための、世界ののぞき窓

青幻舎

1102031987

2018.761

1 冊25cm　253p 矢切分館708.7

カルメン　L.オリヴェイラ／著

めずらしい花ありふれた花　ロタと詩人ビショップとブラジルの人々の物語

水声社

1101783529

2016.262

1 冊20cm　363p 図版16p 本館289.3

吉田 快／監修

もっと魅せる!輝く!よさこい上達のコツ　パフォーマンスが変わる!

メイツ出版

1102062887

2018.1163

1 冊21cm　128p 本館799

野辺 陽子／著

養子縁組の社会学　<日本人>にとって<血縁>とはなにか

新曜社

1101988891

2018.264

1 冊22cm　380p 本館367.3

ジョージ　H.バーチ／著

よみがえるロンドン　100年前の風景

柏書房

1100957841

2005.1165

1 冊22×31cm　242p 本館233
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