
◎新着図書

書　　　名 著　者　名 出　版　社 出版年月

サピエンスの未来 立花 隆 講談社 2021.02

絵と図でわかるAIと社会 江間 有沙 技術評論社 2021.06

良いデジタル化悪いデジタル化 野口 悠紀雄

日経BP日本経済

新聞出版本部 2021.06

DXとは何か 坂村 健 KADOKAWA 2021.04

Ctrl+Z Jones Meg Leta 勁草書房 2021.01

著作権法入門 島並 良 有斐閣 2021.03

文春の流儀 木俣 正剛 中央公論新社 2021.03

学問の自由が危ない 佐藤 学 晶文社 2021.01

政治と報道 上西 充子 扶桑社 2021.03

1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科

書 藤尾 秀昭 致知出版社 2020.11

完訳7つの習慣

Covey Stephen

R.

FCEパブリッシング

キングベアー出版 2020.01

村の日本近代史 荒木田 岳 筑摩書房 2020.11

三国志入門 宮城谷 昌光 文藝春秋 2021.03

コロナ危機と未来の選択

アジア太平洋資料セ

ンター コモンズ 2021.04

パンデミック後の世界10の教訓 Zakaria Fareed

日経BP日本経済

新聞出版本部 2021.01

政治家の責任 老川 祥一 藤原書店 2021.03

社会科学

総記

哲学・宗教

歴史・地理

政治史・事情
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書　　　名 著　者　名 出　版　社 出版年月

逐条解説  公職選挙法  改定版  上 ぎょうせい 2021.07

逐条解説  公職選挙法  改定版  中 ぎょうせい 2021.07

逐条解説  公職選挙法  改定版  下 ぎょうせい 2021.07

選挙関係実例判例集  第17次改定版

選挙制度研究会

(東京都) ぎょうせい 2020.12

選挙執行経費基準法解説.令和元年版

選挙管理研究会 編

集 ぎょうせい 2019.07

個人情報保護法の知識 岡村 久道

日経BP日本経済

新聞出版本部 2021.07

ロヒンギャ危機 中西 嘉宏 中央公論新社 2021.01

コロナ対策禍の国と自治体 金井 利之 筑摩書房 2021.05

文部科学省 青木 栄一 中央公論新社 2021.03

公務員白書  令和3年版 人事院編 日経印刷 2021.06

なぜデジタル政府は失敗し続けるのか 日経BP 日経BP 2021.02

交通犯罪対策の研究 川本 哲郎 成文堂 2020.10

地域を支えるエッセンシャル・ワーク 山谷 清志 ぎょうせい 2021.04

自治体内分権と協議会 三浦 哲司 東信堂 2021.03

自治のどこに問題があるのか 野田 遊

日本経済評論

社 2021.02

広域行政と東京圏郊外の指定都市 鈴木 洋昌 公職研 2021.03

「対話」で変える公務員の仕事 今村 寛 公職研 2021.06

参加したくなる会議のつくり方 加留部 貴行 ぎょうせい 2021.04

国家と個人・宗教・民族

行政

地方自治・地方行政

議会
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書　　　名 著　者　名 出　版　社 出版年月

公務員の会議ファシリテーションの教科書 釘山 健一 学陽書房 2021.02

仕事がうまく回り出す!公務員の突破力 安部 浩成 ぎょうせい 2020.12

1人から始める議会改革 Bianchi Anthony 学陽書房 2021.03

自治体×ベンダー自治体システム導入の「そういうこ

とだったのか」会議

Digital

Government Labs ぎょうせい 2021.05

誰ひとり取り残さない住民に伝わる自治体情報の届

け方 佐久間 智之 学陽書房 2021.02

ウチではこうやってます!自治体職員現場のお悩み解

決Q&A 静岡県 ぎょうせい 2021.01

こうすればうまくいく行政のデジタル化 石井 大地 ぎょうせい 2020.12

47都道府県の底力がわかる事典 葉上 太郎 文藝春秋 2021.02

行政サービスのインソーシング 榊原 秀訓 自治体研究社 2021.02

ファクトで読む米中新冷戦とアフター・コロナ 近藤 大介 講談社 2021.01

有斐閣法律用語辞典

法令用語研究会

(内閣法制局) 有斐閣 2020.12

自治体契約事務のチェックポイント 樋口 満雄 学陽書房 2021.04

日本のSDGs 高橋 真樹 大月書店 2021.03

コロナショックの経済学 = ECONOMICS of

COVID-19 宮川 努 中央経済社 2021.04

安いニッポン 中藤 玲

日経BP日本経済

新聞出版本部 2021.03

移民をどう考えるか Koser Khalid 勁草書房 2021.06

アンダーコロナの移民たち 鈴木 江理子 明石書店 2021.06

多文化共創社会への33の提言 川村 千鶴子 都政新報社 2021.05

防災・減災の法務 中野 明安 有斐閣 2021.03

法律

経済

外交・国際問題
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書　　　名 著　者　名 出　版　社 出版年月

ティール組織 フレデリック・ラルー 英治出版 2018.01

トヨタの会議は30分 山本 大平 すばる舎 2021.04

図解令和3年度税制改正 徳田 孝司 ぎょうせい 2021.03

わが国の森林環境税 中山 恵子 勁草書房 2021.02

自治体議員が知っておくべき新地方公会計の基礎

知識 宮澤 正泰 第一法規 2021.03

自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識 江藤 俊昭 第一法規 2021.03

「3密」から「3疎」への社会戦略World 金光 淳 明石書店 2020.11

ヘイトスピーチと対抗報道 角南 圭祐 集英社 2021.04

なぜ社会は分断するのか 伊藤 浩志

専修大学出版

局 2021.03

多様性との対話 岩渕 功一 青弓社 2021.03

マイノリティ問題から考える社会学・入門 西原 和久 有斐閣 2021.03

関係人口の社会学 田中 輝美 大阪大学出版会 2021.04

実践!防災と協働のまちづくり 森 正美 ミネルヴァ書房 2021.03

労働関係法規集.2021年版

労働政策研究・研修

機構 編.

労働政策研究・

研修機構 2021.03

現場からみる障害者の雇用と就労 長谷川 珠子 弘文堂 2021.04

災害女性学をつくる 浅野 富美枝 生活思想社 2021.03

男女共同参画白書  令和3年版

内閣府男女共同参

画局編 勝美印刷 2020.07

シングルマザーの貧困はなぜ解消されないのか 中囿 桐代 勁草書房 2021.04

絶望死 Kristof Nicholas D 朝日新聞出版 2021.03

どうしても頑張れない人たち 宮口 幸治 新潮社 2021.04

財政

社会
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書　　　名 著　者　名 出　版　社 出版年月

事例でわかる介護現場の外国人材受け入れ方と接し方

ガイド 結城 康博 ぎょうせい 2021.02

生活不安定層のニーズと支援 西村 幸満 勁草書房 2021.01

地域包括ケア 小原 道子 評言社 2021.03

たのしくつながる高齢者の孤立予防モデル 村社 卓 川島書店 2020.12

考える手足 石島 健太郎 晃洋書房 2021.01

災害対応ガバナンス 菅野 拓 ナカニシヤ出版 2021.03

総合検証東日本大震災からの復興 五百旗頭 真 岩波書店 2021.02

原発事故自治体からの証言 今井 照 筑摩書房 2021.02

福島原発事故10年検証委員会

アジアパシフィックイニ

シアティブ

ディスカヴァー・トゥ

エンティワン 2021.02

つながり続けるこども食堂 湯浅 誠 中央公論新社 2021.06

「いじめに対応できる学校」づくり 藤川 大祐 ぎょうせい 2021.06

学校、行かなきゃいけないの? 雨宮 処凛 河出書房新社 2021.01

学校選択制の政策評価 山下 絢 勁草書房 2021.03

教師増員論 藤森 毅 新日本出版社 2021.04

学校保健学校安全法令必携 ぎょうせい ぎょうせい 2021.02

withコロナ時代の新しい学校づくり 村川 雅弘 ぎょうせい 2020.12

第四次産業革命と教育の未来 佐藤 学 岩波書店 2021.04

戦後教科書運動史 俵 義文 平凡社 2020.12

最新図解発達障害の子どもたちをサポートする本 榊原 洋一 ナツメ社 2016.12

教育
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書　　　名 著　者　名 出　版　社 出版年月

自衛隊最高幹部が語る令和の国防 岩田 清文 新潮社 2021.04

ハイブリッド戦争 廣瀬 陽子 講談社 2021.02

経理から見た日本陸軍 本間 正人 文藝春秋 2021.05

物理学者のすごい思考法 橋本 幸士

集英社インターナ

ショナル 2021.02

気象年鑑. 2021年版

気象業務支援セン

ター編

気象業務支援セ

ンター 2021.06

海がやってくる Rush Elizabeth A 河出書房新社 2021.06

福島が沈黙した日 榊原 崇仁 集英社 2021.01

アルツハイマー征服 下山 進 KADOKAWA 2021.01

新型コロナとワクチン知らないと不都合な真実 峰 宗太郎

日経BP日本経

済新聞出版本

部 2020.12

日本の医療崩壊をくい止める 本田 宏 泉町書房 2021.02

食育白書. 令和3年版 農林水産省編 日経印刷 2021.06

国民健康・栄養の現状[令和元年]

医薬基盤  健康  栄

養研究所 第一出版 2021.06

報道記録新型コロナウイルス感染症 読売新聞社

読売新聞東京

本社 2021.06

コロナ戦記 日本経済新聞社

日経BP日本経済

新聞出版本部 2021.04

分水嶺 河合 香織 岩波書店 2021.04

エネルギー自立と持続可能な地域づくり 的場 信敬 昭和堂 2021.02

エリアマネジメント・ケースメソッド 保井 美樹 学芸出版社 2021.05

縮退の時代の「管理型」都市計画 藤田 宙靖 第一法規 2021.02

新型コロナとまちづくり 足立 基浩 晃洋書房 2021.02

国防・軍事

自然科学・医学

技術・工学・家政学
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書　　　名 著　者　名 出　版　社 出版年月

ドローダウン Hawken Paul 山と溪谷社 2021.01

超入門カーボンニュートラル 夫馬 賢治 講談社 2021.05

持続可能な地域活性化と里山里海の保全活用の

法律実務 第一東京弁護士会 勁草書房 2021.01

フクシマ土壌汚染の10年 中西 友子 NHK出版 2021.04

2035年「ガソリン車」消滅 安井 孝之 青春出版社 2021.06

原発「廃炉」地域ハンドブック 尾松 亮 東洋書店新社 2021.03

好循環のまちづくり! 枝広 淳子 岩波書店 2021.04

地域創造の国際戦略 藤原 直樹 学芸出版社 2021.02

農村政策の変貌 小田切 徳美

農山漁村文化

協会 2021.03

食と農の知識論 西川 芳昭 東信堂 2021.02

生鮮野菜流通システムの再構築 池田 真志

農林統計協会

(制作) 2021.03

森林で日本は蘇る 白井 裕子 建築士 新潮社 2021.06

森林保護学の基礎 小池 孝良

農山漁村文化

協会 2021.04

これからの日本のジビエ 押田 敏 緑書房 2021.05

MaaSが都市を変える 牧村 和彦 学芸出版社 2021.03

公共交通が人とまちを元気にする 松中 亮治 学芸出版社 2021.06

脱炭素社会に向けた都市交通政策の展開 秋山 孝正 勁草書房 2021.05

新型コロナ禍の交通 上岡 直見 緑風出版 2020.11

鉄道と政治 佐藤 信之 中央公論新社 2021.04

若者と地域観光 杉本 興運 ナカニシヤ出版 2021.04

産業

文学
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書　　　名 著　者　名 出　版　社 出版年月

彼岸花が咲く島 李 琴峰 文藝春秋 2021.06

星落ちて、なお 澤田 瞳子 文藝春秋 2021.05

テスカトリポカ 佐藤 究 KADOKAWA 2021.02

時代を撃つノンフィクション100 佐高 信 岩波書店 2021.03

ゼンリン住宅地図  千葉県山武市1(成東)

2021年7月 ゼンリン 2021.07

ゼンリン住宅地図  千葉県山武市2(山武)

2021年7月 ゼンリン 2021.07

ゼンリン住宅地図  千葉県山武市3(蓮沼・松尾)

2021年7月 ゼンリン 2021.07

ゼンリン住宅地図　千葉県松戸市

 2021年7月 ゼンリン 2021.07

ゼンリン住宅地図  千葉県山武郡芝山町

2021年6月 ゼンリン 2021.06

ゼンリン住宅地図  千葉県木更津市

2021年 5月 ゼンリン 2021.05

ゼンリン住宅地図  千葉県香取郡多古町

2021年5月 ゼンリン 2021.05

ゼンリン住宅地図  千葉県長生郡長柄町

2021年5月 ゼンリン 2021.05

ゼンリン住宅地図  千葉県長生郡長南町

2021年5月 ゼンリン 2021.05

ゼンリン住宅地図  千葉県山武郡横芝光町

2021年4月 ゼンリン 2021.04

ゼンリン住宅地図  千葉県浦安市

2021年4月 ゼンリン 2021.04

◎法規追録

千葉県関係

・判例行政手続法　　　・現行選挙法規　　　・注解地方議会先例集

・地方公共団体決算統計ハンドブック　　　・地方公営企業決算統計ハンドブック
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