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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

007.1 イノベーションするAI 武藤 佳恭 春秋社

010.2 図書館と読書の原風景を求めて 小川 徹 青弓社

016.2 フィンランド公共図書館 吉田 右子 新評論

019.2 はじめよう ! ブックコミュニケーション 村中 李衣 金子書房

024.06 13坪の本屋の奇跡 木村 元彦 ころから

100　哲 学

111 真理  (現代哲学のキーコンセプト) チェイス・レン 岩波書店

141.6 情動はこうしてつくられる リサ・フェルドマン・バレット 紀伊國屋書店

155 新国体論 馬渕 睦夫 ビジネス社

159 渡辺えりの人生相談 渡辺 えり 毎日新聞出版

159.4 分断を生むエジソン 北野 唯我 講談社

159.7 老いのトリセツ 石川 恭三 河出書房新社

183.6 維摩経の世界  (講談社選書メチエ) 白石 凌海 講談社

188.4 はい、さようなら。 瀬戸内 寂聴 光文社

198.2 教皇フランシスコの「いのちの言葉」 森 一弘 扶桑社

200　歴史・地理

204 スクエア・アンド・タワー 上、下 ニーアル・ファーガソン 東洋経済新報社

209 暗殺が変えた世界史 上、下
ジャン=クリストフ
　　・ビュイッソン

原書房

210.2 3万年前の航海の謎を解く NHKクローズアップ現代+制作班 徳間書店

212.3 下級武士の田舎暮らし日記 支倉 清 築地書館

234 一冊でわかるドイツ史  (世界と日本がわかる国ぐにの歴史) 関 眞興 河出書房新社

239 図説バルカンの歴史  (ふくろうの本) 柴 宜弘 河出書房新社

281.04 日本の戦後を知るための12人 池上 彰 文藝春秋

288.3 戦国大名北条氏の歴史 小田原城総合管理事務所 吉川弘文館

288.4 NHK記者が見た天皇皇后両陛下 NHK社会部宮内庁クラブ NHK出版

289.3ｽﾉﾃ スノーデン独白 エドワード・スノーデン 河出書房新社

290.1 教養としての「国名の正体」 藤井 青銅 柏書房

290.4 地図化すると世界の動きが見えてくる 伊藤 智章 ベレ出版

291.09 日本全国2万3997.8キロ イラストルポ乗り歩き 安藤 昌季 天夢人

291.09 温泉博士が教える最高の温泉 小林 裕彦 集英社

293.5 フランスの一度は訪れたい村  (かもめの本棚) 坂井 彰代 東海教育研究所

300　社会科学

304ﾌｸﾔ IDENTITY フランシス・フクヤマ 朝日新聞出版

304ﾚﾂｿ グラフと地図で知るこれからの20年 ヴィルジニー・レッソン 原書房

312.1 小泉進次郎と権力 清水 真人 日本経済新聞出版社

319.2 アジアの世紀 上、下 パラグ・カンナ 原書房

319.5 アメリカは中国を破産させる 日高 義樹 悟空出版

323.1 天皇と戸籍  (筑摩選書) 遠藤 正敬 筑摩書房

334.4 移民難民 川口マーン惠美 グッドブックス

335.2 世界「倒産」図鑑 荒木 博行 日経BP

336.4 大人の言葉力 齋藤 孝 大和出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

336.4 話しベタさんでも伝わるプレゼン 清水 久三子 翔泳社

336.4 イマドキ部下のトリセツ 麻野 進 ぱる出版

366.3 パワハラ防止の実務対応 帯刀 康一 労務行政

367.3 ちいさな大きなたからもの 瀬奈 じゅん 方丈社

367.6 若者保守化のリアル 中西 新太郎 花伝社

367.7 8050問題 黒川 祥子 集英社

379.9 スポーツで生き生き子育て&親育ち 藤後 悦子 福村出版

383.8 海を渡ったスキヤキ グレン・サリバン 中央公論新社

389.04 われらみな食人種(カニバル) クロード・レヴィ=ストロース 創元社

391.2 日本大空爆 松本 泉 さくら舎

400　自然科学

404ﾘｽ 私たちが、地球に住めなくなる前に マーティン・リース 作品社

410.4 数学ガールの秘密ノート 結城 浩 SBクリエイティブ

440 オリジン・ストーリー デイヴィッド・クリスチャン 筑摩書房

450 世界の起源 ルイス・ダートネル 河出書房新社

458.7 風景の石パエジナ 山田 英春 創元社

460.2 生物  (歴史を変えた100の大発見) トム・ジャクソン 丸善出版

480.9 野生動物問題への挑戦 羽山 伸一 東京大学出版会

488 世界で一番美しい鳥図鑑  (ネイチャー・ミュージアム) すずき 莉萌 誠文堂新光社

490.7 ヤバい医学部 上 昌広 日本評論社

493.7 認知症介護と仕事の両立ハンドブック 角田 とよ子 経団連出版

493.7 もしかして、適応障害 ? 森下 克也 CCCメディアハウス

493.9 子どもたちのビミョーな本音 武井 明 日本評論社

500　工学・家庭

502.1 職人の手 山崎 真由子 KTC中央出版

510.9 荒廃する日本 インフラ再生研究会 日経BP

523.1 にっぽん建築散歩 小林 泰彦 山と溪谷社

538.9 宇宙から帰ってきた日本人 稲泉 連 文藝春秋

578.4 トコトンやさしいシリコーンの本 池野 正行 日刊工業新聞社

589.2 48歳からの毎日を楽しくするおしゃれ 堀川 波 エクスナレッジ

589.7 日本プラモデル世界との激闘史 西花池 湖南 河出書房新社

590.4 もう「女の家事」はやめなさい 佐光 紀子 さくら舎

592.7 庭遊びの達人が教える野外DIY実践術 脇野 修平 学研プラス

594.9 私たちのキルト  (レディブティックシリーズ) 斉藤 謠子 ブティック社

596.2 お家(うち)で作る至福の中国料理 黒田 弘 主婦の友社

596.3 東京ラーメン系譜学 刈部山本 辰巳出版

599.3 「自分で食べる ! 」が食べる力を育てる ジル・ラプレイ 原書房

599.3 パパ離乳食はじめます。 本田 よう一 女子栄養大学出版部

600　産 業

619.3 ちくわぶの世界 丸山 晶代 ころから

629.7 キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア 長澤 淨美 農山漁村文化協会

645.6 「奴隷」になった犬、そして猫 太田 匡彦 朝日新聞出版

656.5 ダムと緑のダム 虫明 功臣 日経BP

659 山のクジラを獲りたくて 武重 謙 山と溪谷社

675 2025年、人は「買い物」をしなくなる 望月 智之 クロスメディア・パブリッシング

686.2 鉄道珍百景  (旅鉄BOOKS) 坪内 政美 天夢人

700　芸術・体育

702.1 トラりんと学ぶ日本の美術 1 京都国立博物館 淡交社

718.3 対比でみる日本の仏像 鈴木 喜博 パイインターナショナル
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721.8 ゆかいな浮世絵 狩野 博幸 河出書房新社

724.4 水彩風景シーン別でわかる手順百科 笠井 一男 グラフィック社

726.1 ナウシカ考 赤坂 憲雄 岩波書店

728.5 古文書を楽しく読む ! よくわかる「くずし字」見分け方のポイント 山本 明 メイツユニバーサルコンテンツ

750.4 なんとかする工作 青木 亮作 玄光社

760.9 オンカク 栗原 邦夫 音楽之友社

778.2 アメリカが面白くなる映画50本 村瀬 広 新日本出版社

779.1 いろは落語づくし 1、2 稲田 和浩 教育評論社

786 野食ハンターの七転八倒日記 茸本 朗 平凡社

789.2 武道文化としての空手道 草原 克豪 芙蓉書房出版

800  語 学

810.4 日本語をつかまえろ ! 飯間 浩明 毎日新聞出版

810.4 知っておくと役立つ街の変な日本語  (朝日新書) 飯間 浩明 朝日新聞出版

811.2 あて字の素姓 田島 優 風媒社

835 英文法の鬼100則 時吉 秀弥 明日香出版社

837.5 この英語、訳せない ! 越前 敏弥 ジャパンタイムズ出版

900　文 学

(日本文学)

911.12 令和の力、万葉集の力 中西 進 短歌研究社

913.6ｱｵｻ ノッキンオン・ロックドドア 2 青崎 有吾 徳間書店

913.6ｱｻﾀ 大名倒産 上、下 浅田 次郎 文藝春秋

913.6ｱﾏﾉ 信長、天が誅する 天野 純希 幻冬舎

913.6ｲｼｲ 死刑囚メグミ 石井 光太 光文社

913.6ｲﾉｳ あたしたち、海へ 井上 荒野 新潮社

913.6ｳｻﾐ かか 宇佐見 りん 河出書房新社

913.6ｳﾀﾉ 間宵の母 歌野 晶午 双葉社

913.6ｵｵｻ 暗約領域  (新宿鮫 11) 大沢 在昌 光文社

913.6ｵｶﾜ 約束された移動 小川 洋子 河出書房新社

913.6ｵﾉﾃ まち 小野寺 史宜 祥伝社

913.6ｵﾘﾃ それ以上でも、それ以下でもない 折輝 真透 早川書房

913.6ｵﾝﾀ 歩道橋シネマ 恩田 陸 新潮社

913.6ｶｼﾔ トヨトミの逆襲  (小説・巨大自動車企業 2) 梶山 三郎 小学館

913.6ｶﾀﾔ 世界が僕らを嫌っても 片山 恭一 河出書房新社

913.6ｶﾄｲ 自由は死せず 門井 慶喜 双葉社

913.6ｷﾀｶ チンギス紀 6 北方 謙三 集英社

913.6ｷﾉｴ 深淵の怪物 木江 恭 双葉社

913.6ｷﾉｼ 信長、天を堕とす 木下 昌輝 幻冬舎

913.6ｸｼﾗ 三つのアリバイ  (女子大生桜川東子の推理) 鯨 統一郎 光文社

913.6ｸﾏｶ 我は景祐 熊谷 達也 新潮社

913.6ｸﾛｶ 桃源 黒川 博行 集英社

913.6ｺｼｶ 四角い光の連なりが 越谷 オサム 新潮社

913.6ｻｲｼ せき越えぬ 西條 奈加 新潮社

913.6ｻｻｷ 忠臣蔵の姫 阿久利 佐々木 裕一 小学館

913.6ｼﾛﾔ 看守の流儀 城山 真一 宝島社

913.6ｼﾝｼ 地面師たち 新庄 耕 集英社

913.6ｼﾝﾄ 犯人は、あなたです 新堂 冬樹 河出書房新社

913.6ﾂｼﾄ 卒業タイムリミット 辻堂 ゆめ 双葉社

913.6ｽｶ 荒城に白百合ありて 須賀 しのぶ KADOKAWA

913.6ﾀｶｵ 音に聞く 高尾 長良 文藝春秋

913.6ﾀｶﾄ グランドシャトー 高殿 円 文藝春秋
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913.6ﾀｶﾉ 大天使はミモザの香り 高野 史緒 講談社

913.6ﾀｶﾔ 如何様 高山 羽根子 朝日新聞出版

913.6ﾀﾆｻ 遠の眠りの 谷崎 由依 集英社

913.6ﾁﾊ デッドライン 千葉 雅也 新潮社

913.6ﾄｳﾊ 沃野の刑事 堂場 瞬一 講談社

913.6ﾄｵﾉ 改良 遠野 遙 河出書房新社

913.6ﾅｶｼ キッドの運命 中島 京子 集英社

913.6ﾅｶﾔ 人面瘡探偵 中山 七里 小学館

913.6ﾅﾂｶ 勿忘草の咲く町で 夏川 草介 KADOKAWA

913.6ﾅﾂﾊ Cocoon 2 夏原 エヰジ 講談社

913.6ﾊｽｷ 天象の檻 葉月 十夏 早川書房

913.6ﾊｾ 殺しの許可証(ライセンス) 馳 星周 毎日新聞出版

913.6ﾊﾀｹ わが殿 上、下 畠中 恵 文藝春秋

913.6ﾊﾂﾄ 最後の楽園 服部 まゆみ 河出書房新社

913.6ﾊﾗ うたかた姫 原 宏一 祥伝社

913.6ﾊﾙｸ オーラリメイカー 春暮 康一 早川書房

913.6ﾋｶｼ 魔法使いと最後の事件 東川 篤哉 文藝春秋

913.6ﾋｶｼ 小さな場所 東山 彰良 文藝春秋

913.6ﾋｸﾁ サイレント・ブルー 樋口 明雄 光文社

913.6ﾌｼﾀ ブルーブラッド 藤田 宜永 徳間書店

913.6ﾌﾙﾉ 老警 古野 まほろ KADOKAWA

913.6ﾎﾅﾐ 月の落とし子 穂波 了 早川書房

913.6ﾏﾁﾀ うつくしが丘の不幸の家 町田 そのこ 東京創元社

913.6ﾏﾂｻ イヴの末裔たちの明日  (創元日本SF叢書 15) 松崎 有理 東京創元社

913.6ﾏﾘ 坂の上の赤い屋根 真梨 幸子 徳間書店

913.6ﾐﾔﾍ 黒武御神火御殿  (三島屋変調百物語 6) 宮部 みゆき 毎日新聞出版

913.6ﾓﾘｻ ぷくぷく 森沢 明夫 小学館

913.6ﾓﾛﾀ 別れの季節  (お鳥見女房 8) 諸田 玲子 新潮社

913.6ﾔﾏｸ ミッドナイツ 山口 雅也 講談社

913.6ﾔﾏﾓ 高野山 山本 音也 小学館

913.6ﾔﾏﾓ 後家殺し 山本 一力 小学館

913.6ﾖｼｶ 十三階の血 吉川 英梨 双葉社

913.6ﾖｼｶ 毒牙 吉川 永青 KADOKAWA

913.6ﾖｼﾀ 捜査一課ドラキュラ分室  (本格M.W.S.) 吉田 恭教 南雲堂

913.6ﾖｼﾀ 恋愛  (コレクション 2) 吉田 修一 文藝春秋

914.6ｲｼﾕ 大人のカタチを語ろう。 伊集院 静 集英社

914.6ﾀｹﾀ 武田百合子対談集 武田 百合子 中央公論新社

（外国文学）

929.1 ダブル SIDE A、B パク ミンギュ 筑摩書房

933.7ﾁﾔﾝ 息吹 テッド・チャン 早川書房

933.7ﾓｽﾘ 流れは、いつか海へと  (HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS) ウォルター・モズリイ 早川書房

933.7ﾗﾊﾙ ブラック・トムのバラード ヴィクター・ラヴァル 東宣出版

953.7 アルジェリア、シャラ通りの小さな書店 カウテル・アディミ 作品社

953.7 本当の人生  (海外文学セレクション) アドリーヌ・デュドネ 東京創元社

953.7 名づけられないもの サミュエル・ベケット 河出書房新社

973 靴ひも  (CREST BOOKS) ドメニコ・スタルノーネ 新潮社

【参考図書】

070.5 日本新聞年鑑 2020 日本新聞協会 日本新聞協会

314.1 國會議員要覧 令和元年11月版 国政情報センター

317.2 行政機構図 令和元年度版 行政管理研究センター
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317.3 共済小六法 令和2年版 共済組合連盟 学陽書房

318.7 日本都市年鑑 77(2019) 全国市長会 第一法規

327.1 弁護士白書 2019年版 日本弁護士連合会 日本弁護士連合会

335.5 公正取引委員会年次報告 令和元年版 公正取引委員会 公正取引協会

351 データでみる県勢 2020 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

351 日本統計年鑑 第69回(2020) 総務省統計局 日本統計協会

364.3 社会保険労務ハンドブック 令和2年版 全国社会保険労務士会連合会 中央経済社

364.3 保険と年金の動向 2019/2020 厚生労働統計協会 厚生労働統計協会

366.3 女性労働の分析 2018年 21世紀職業財団

369.05 世界の社会福祉年鑑 2019 宇佐見 耕一 旬報社

370.3 全国学校総覧 2020年版 全国学校データ研究所 原書房

403.6 理科年表 第93冊(令和2年) 国立天文台 丸善出版

440.5 天文年鑑 2020年版 天文年鑑編集委員会 誠文堂新光社

686.1 注解鉄道六法 令和元年版 国土交通省鉄道局 第一法規

788.1 大相撲力士名鑑 令和2年版 亰須 利敏 共同通信社

(郷土資料)

K015 流山市立図書館年報 Ｎｏ．３８ ２０１８(平成３０)年度 流山市立中央図書館 流山市立中央図書館

K069 流山市立博物館 年報 Ｎｏ．４１ 流山市立博物館

K318
流山市総合計画 基本構想・基本計画／流山市総合計画
基本構想・基本計画 説明書(令和元年１１月)  (流山市総合計画)

流山市総合政策部企画政策課 流山市

K369 防災カルタ 流山子育てプロジェクト 流山子育てプロジェクト

K519 第三次 千葉県環境基本計画 千葉県環境生活部環境政策課

K910 千葉県詩集 第５２集(２０１９年版) 千葉県詩人クラブ

【児童図書】

007 プログラミングであそぶ !  2 松田 孝 フレーベル館

031 小学生なら知っておきたい教養366 齋藤 孝 小学館

333 国谷裕子とチャレンジ ! 未来のためのSDGs 2 国谷 裕子 文溪堂

369 いざというとき自分を守る防災の本 4 防災問題研究会 岩崎書店

383 ブルガリアのごはん  (絵本世界の食事) 銀城 康子 農山漁村文化協会

400 理科の図鑑  (子供の科学ビジュアル図鑑) 田中 千尋 誠文堂新光社

451 ふゆとみずのまほうこおり  (ふしぎいっぱい写真絵本) 片平 孝 ポプラ社

452 海は地球のたからもの 1 保坂 直紀 ゆまに書房

471 食虫植物のわな 木谷 美咲 偕成社

507 そこが知りたい ! 発明と特許 1 こどもくらぶ 筑摩書房

510 土木のずかん オーム社

519 プラスチック・スープの地球 ミヒル・ロスカム・アビング ポプラ社

616 田んぼの1年 瀬長 剛 偕成社

708 アートのなかでかくれんぼ 1 ニコラス・ピロー フレーベル館

780 わかる ! 応援できる ! パラスポーツ事典 高橋 明 メイツユニバーサルコンテンツ

780 みんなで楽しもう ! UDスポーツ 3 大熊 廣明 文研出版

801 マークの図鑑 児山 啓一 小学館

830 英語、苦手かも … ? と思ったときに読む本 デイビッド・セイン 河出書房新社

913ｱﾝ 歌姫フィニーと魔法の水晶 あんびる やすこ 講談社

913ｵｶ 図書館からの冒険  (偕成社ワンダーランド) 岡田 淳 偕成社

913ｸﾛ となりのアブダラくん 黒川 裕子 講談社

913ｻｲ 天保の虹  (白狐魔記 7) 斉藤 洋 偕成社

913ｻｲ ゆるびーくんのうんどうかい 斉藤 洋 ほるぷ出版

913ｻｲ レディオワン  (飛ぶ教室の本) 斉藤 倫 光村図書出版

913ﾀｶ ウサギのトリン  (おはなしだいすき) 高畠 じゅん子 小峰書店
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

913ﾄﾐ カラスてんぐのジェットくん 富安 陽子 理論社

913ﾅｶ おとのさま、にんじゃになる  (おはなしみーつけた ! シリーズ) 中川 ひろたか 佼成出版社

913ﾅｶ ハンカチともだち なかがわ ちひろ アリス館

913ﾉﾐ イナバさん ! 野見山 響子 理論社

913ﾊﾂ はるかちゃんが、手をあげた  (だいすき絵童話) 服部 千春 童心社

913ﾋﾅ 火狩りの王 3 日向 理恵子 ほるぷ出版

913ﾐｽ ないしょのおかたづけ  (ねこの風つくり工場 5) みずの よしえ 偕成社

913ﾑﾗ 家庭科室の日曜日  (わくわくライブラリー) 村上 しいこ 講談社

923ﾀﾝ なかなおりの魔法  (トゥートゥルとふしぎな友だち 2) 湯湯 あかね書房

933ｵｺ ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー 偕成社

933ｸﾗ 明日をさがす旅 アラン・グラッツ 福音館書店

933ｸﾗ うちの弟、どうしたらいい ? エリナー・クライマー 岩波書店

933ｸﾚ 引っ越しなんてしたくない ! カリーナ・ヤン・グレーザー 徳間書店

933ﾀｳ ネバームーア ジェシカ・タウンゼント 早川書房

933ﾆﾕ あたまをつかった小さなおばあさんがんばる ホープ・ニューウェル 福音館書店

933ﾆﾕ あたまをつかった小さなおばあさんのんびりする ホープ・ニューウェル 福音館書店

933ﾗｳ 5000キロ逃げてきたアーメット  (ティーンズ文学館) オンジャリ Q.ラウフ 学研プラス

943ｼﾕ みずうみ  (世界ショートセレクション 12) テオドール・シュトルム 理論社

973ﾍﾚ 桜の木の見える場所 パオラ・ペレッティ 小学館

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｽ ぶぶるんふるふる あずみ虫 ほるぷ出版

Eｲ イワシ大王のゆめ イ ジョンギュン 光村教育図書

Eｲｼ おれ、よびだしになる 石川 えりこ アリス館

Eｲｼ なんと ! ようひんてん  (講談社の創作絵本) 石川 基子 講談社

Eｲﾓ もぐらのほったふかい井戸 いもと ようこ 金の星社

Eｳﾁ ネコのみち うちむら たかし クレヨンハウス

Eｶﾄ おとうさんのこわいはなし  (えほんのぼうけん) かとう まふみ 岩崎書店

Eｷﾈ もし地球に植物がなかったら ? きねふち なつみ あすなろ書房

Eｸﾚ しっぽしっぽだーれ ? クレーン謙 岩崎書店

Eｻﾜ ししにゃいとおしょうがつ  (世界文化社のワンダー絵本) 澤野 秋文 世界文化社

Eｼﾔ えらぶえほん  (講談社の翻訳絵本) ニック・シャラット 講談社

Eｼﾖ ママは100めんそう ジョン ウンスク 光村教育図書

Eｽﾜ いぬのサビシー タル・スワナキット 光村教育図書

Eｾﾝ 父さんがかえる日まで モーリス・センダック 偕成社

Eﾀﾈ まじょのむすめワンナ・ビー 種村 有希子 偕成社

Eﾁｴ 月でたんじょうパーティーをひらいたら シモーナ・チェッカレッリ 廣済堂あかつき

Eﾃｲ きょうりゅうたちもペットをかいたい  (世界の絵本コレクション) マーク・ティーグ 小峰書店

Eﾃﾂ おおきなおおきな木みたいに ブリッタ・テッケントラップ ひさかたチャイルド

Eﾆﾙ こんなもんくえニャイ ! クリストファー・サイラス・ニール 光村教育図書

Eﾊｼ すき 羽尻 利門 少年写真新聞社

Eﾌｲ はがぬけたにー フィリケえつこ あすなろ書房

Eﾌｸ マラソンじいさん  (ひまわりえほんシリーズ) 福田 岩緒 鈴木出版

Eﾌﾗ おばけのジョージーこまどりをたすける ロバート・ブライト 好学社

Eﾎﾛ うさぎのみみしばり  (ひまわりえほんシリーズ) バーサンスレン・ボロルマー 鈴木出版

Eﾏﾙ ライオンとタカとアリになった男の子 MARUU BL出版

Eﾐｳ わたしのちいさないもうと みうら とも 岩波書店

Eﾖｼ わたしのわごむはわたさない ヨシタケ シンスケ PHP研究所

Eﾖｼ ふゆのはなさいた 吉田 尚令 アリス館

Eﾗﾀ おやすみ、ミユキ セング・ソウン・ラタナヴァン 岩崎書店
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