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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

【一般図書】

000　総 記
007.1 AIとともに生きる未来 1 山田 誠二 文溪堂

007.6 知識ゼロからのプログラミング学習術 北村 拓也 秀和システム

010.4 図書館魔女は不眠症 大島 真理 郵研社

019.5 えほん・絵本・134冊 増田 喜昭 学研教育みらい

021.3 ベストセラーの値段 水野 俊哉 秀和システム

070.2 朝日新聞への論理的弔辞 西村 幸祐 ワニ・プラス

100　哲 学
102.8 ウラもオモテもわかる哲学と宗教 島崎 晋 徳間書店

134.9 名前の哲学  (講談社選書メチエ) 村岡 晋一 講談社

141.5 Think Smart ロルフ・ドベリ サンマーク出版

146 女性の生きづらさ 信田 さよ子 日本評論社

147 スピリチュアル系のトリセツ 辛酸 なめ子 平凡社

159 仕事と自分を変える「リスト」の魔法 堀 正岳 KADOKAWA

159.6 「自分」を生きる 坂東 眞理子 あさ出版

159.7 70代からの「女の輝き」「男の品格」 坂東 眞理子 宝島社

162 人類はなぜ<神>を生み出したのか ? レザー・アスラン 文藝春秋

200　歴史・地理

210.04 歴史とは靴である  (17歳の特別教室) 磯田 道史 講談社

210.3 皇子たちの悲劇  (角川選書) 倉本 一宏 KADOKAWA

210.6 明治史研究の最前線  (筑摩選書) 小林 和幸 筑摩書房

223.1 ベトナム戦争と私  (朝日選書) 石川 文洋 朝日新聞出版

289.1ﾆｼﾍ 評伝西部邁 高澤 秀次 毎日新聞出版

290.9 旅の効用 ペール・アンデション 草思社

291.09 もっとヘンな名湯 岩本 薫 みらいパブリッシング

292.2 月イチ台北どローカル日記 森井 ユカ 集英社

295.3 ニューヨークでしたい100のこと 仁平 綾 自由国民社

300　社会科学

302.5 それを、真の名で呼ぶならば レベッカ・ソルニット 岩波書店

303ｳﾁﾀ しょぼい生活革命 内田 樹 晶文社

311.7 16歳のデモクラシー 佐藤 優 晶文社

312.1 消えた「風圧」 伊藤 惇夫 光文社

318.5 自治体広報SNS活用法 清水 将之 第一法規

318.5
事例でわかる自治体のための
組織で取り組むハードクレーム対応

横山 雅文 第一法規

321.4 法と心理学への招待 サトウ タツヤ 有斐閣

323.1 大学生のための日本国憲法入門 吉田 成利 慶應義塾大学出版会

323.1 憲法九条の「損」と「得」 太田 光 扶桑社

326.4 500冊の死刑 前田 朗 インパクト出版会

327.1 裁判官も人である 岩瀬 達哉 講談社

332 自由の命運 上、下 ダロン・アセモグル 早川書房

333.6 文明と国際経済の地平
京都大学経済研究所附属
先端政策分析研究センター 東洋経済新報社

335 新エクセレント・カンパニー トム・ピーターズ 早川書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

335 慶應義塾大学大学院SDM伝説の講義 吉田 篤生 日経BP

335.2 創業家一族 有森 隆 エムディエヌコーポレーション

338 キャッシュレス生活、1年やってみた 美崎 栄一郎 祥伝社

338.9 黄金の卵を産むニワトリの育て方 あっきん KADOKAWA

345.1 仮想通貨脱税 佐藤 弘幸 扶桑社

361.4 人殺しの花 大貫 恵美子 岩波書店

361.5 社会はどう進化するのか
デイヴィッド・
スローン・ウィルソン 亜紀書房

364.3 日本のセーフティーネット格差 酒井 正 慶應義塾大学出版会

366.2 働くコンパスを手に入れる 田中 翼 晶文社

367.1 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください ! 上野 千鶴子 大和書房

367.2 女子の選択 橘木 俊詔 東洋経済新報社

367.7 50代からの人間関係 水島 広子 PHP研究所

367.9 ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤 まめた 新日本出版社

370.4 持続可能な社会を考えるための66冊 小宮山 博仁 明石書店

376.1
スキルアップ保育園・幼稚園で使える
                   カウンセリング・テクニック

諸富 祥彦 誠信書房

378.8 怠けてなんかない ! 3サードシーズン 品川 裕香 岩崎書店

378.8 そのママでいい 橋口 亜希子 中央法規出版

388 妖精の教科書 スカイ・アレクサンダー 原書房

400　自然科学
402 世界を変えた150の科学の本 ブライアン・クレッグ 創元社

404ﾏﾝﾛ ハウ・トゥー ランドール・マンロー 早川書房

417 世界を支配するベイズの定理 ウィリアム・パウンドストーン 青土社

421.2 トコトンやさしい相対性理論の本 山崎 耕造 日刊工業新聞社

421.4 フラクタル  (岩波科学ライブラリー) ケネス・ファルコナー 岩波書店

430 身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた 山口 悟 ベレ出版

439.1 アロマの化学きほんのき 齋藤 勝裕 フレグランスジャーナル社

443.8 星を楽しむ星座の見つけかた 大野 裕明 誠文堂新光社

451 気象防災の知識と実践  (気象学ライブラリー 1) 牧原 康隆 朝倉書店

457.8 古生物のしたたかな生き方 土屋 健 幻冬舎

469.3 アフリカからアジアへ  (朝日選書) 西秋 良宏 朝日新聞出版

487.5 魚の自然誌 ヘレン・スケールズ 築地書館

490.1 エンド・オブ・ライフ 佐々 涼子 集英社インターナショナル

491.3 デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 メアリアン・ウルフ インターシフト

491.5 絵でわかる薬のしくみ  (絵でわかるシリーズ) 船山 信次 講談社

493.7 脳と心の考古学 糸川 昌成 日本評論社

493.7 生きる力を引き出す ! 福辺 節子 海竜社

498.3 頭を良くしたければ体を鍛えなさい 陳 冲 中央公論新社

498.5 「アレルギーにならない」子どもが育つ本 石原 新菜 三笠書房

498.5 産科医が教える赤ちゃんのための妊婦食 宗田 哲男 アチーブメント出版

498.9 毒薬の手帖 デボラ・ブラム 青土社

500　工学・家庭
519 脱プラスチックへの挑戦 堅達 京子 山と溪谷社

519.8 英国貴族、領地を野生に戻す イザベラ・トゥリー 築地書館

521 図説日本建築の歴史  (ふくろうの本) 玉井 哲雄 河出書房新社

523.1 日本の建築家解剖図鑑 二村 悟 エクスナレッジ

523.3 図説ヴェルサイユ宮殿  (ふくろうの本) 中島 智章 河出書房新社

532.1 トコトンやさしいNC旋盤の本 澤 武一 日刊工業新聞社

549.9 よくわかる最新有機EL&液晶パネルの基本と仕組み 齋藤 勝裕 秀和システム

576.7 トコトンやさしい化粧品の本 福井 寛 日刊工業新聞社

582.7 ピアノの近代史 井上 さつき 中央公論新社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

588.3 懐かしいお菓子  (とんぼの本) 伴田 良輔 新潮社

588.6 みその教科書 岩木 みさき エクスナレッジ

594.2 付録で作れるクロスステッチの小ものたち   日本ヴォーグ社

594.9 みずひき 中村 瑠水子 日貿出版社

596ｵｵﾊ 大原千鶴の絶品手づくりだれ料理帖  (NHKきょうの料理) 大原 千鶴 NHK出版

596ﾃﾗﾑ こまったさんのレシピブック 寺村 輝夫 あかね書房

596.4 てんきち母ちゃんのらくべん ! 井上 かなえ ダイヤモンド社

599.3 食べない子が変わる魔法の言葉 山口 健太 辰巳出版

600　産 業
609.02 ニッポンのサイズ図鑑 石川 英輔 淡交社

611.7 逆転の農業 吉田 忠則 日本経済新聞出版社

626.9 キッチンではじめる家庭菜園
ケイティ・
エルザー・ピーターズ ガイアブックス

627.7 ビザールプランツ 藤川 史雄 主婦の友社

645.6 犬の手づくり健康食 浴本 涼子 山と溪谷社

645.7 猫の手づくり健康食 浴本 涼子 山と溪谷社

664.1 漁業と国境 濱田 武士 みすず書房

673.8 三越誕生 !  (筑摩選書) 和田 博文 筑摩書房

673.8 コンビニが日本から消えたなら 渡辺 広明 ベストセラーズ

675 60分でわかる ! サブスクリプション リンクアップ 技術評論社

675.1 京都でお買いもん 入江 敦彦 新潮社

700　芸術・体育
702.3 芸術家たちの危機 佃 堅輔 西田書店

706.9 東京のレトロ美術館 とにー エクスナレッジ

723 国立西洋美術館名画の見かた 渡辺 晋輔 集英社

723.3 画家たちのフランス革命  (角川選書) 鈴木 杜幾子 KADOKAWA

723.3 ルーヴルに学ぶ美術の教養 木村 泰司
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

724.4 四季の風景スケッチ 内山 徹 芸術新聞社

725 石膏デッサンの描き方教室 田代 聖晃 グラフィック社

725.5 基礎から学ぶ鉛筆デッサン エムディエヌコーポレーション

754.9 12か月の楽しい折り紙 木村 良寿 日貿出版社

757.3 日本の美しいことばと配色 南雲 治嘉 グラフィック社

762.3 音楽家の食卓 野田 浩資 誠文堂新光社

773.2 黒川能 船曳 由美 集英社

779.1 人類学者の落語論 川田 順造 青土社

780.1 スポーツマンシップバイブル 中村 聡宏 東洋館出版社

786.1 十大事故から読み解く山岳遭難の傷痕 羽根田 治 山と溪谷社

786.1 北岳山小屋物語 樋口 明雄 山と溪谷社

787.1 海釣り完全BOOK  (コツがわかる本) 山口 充 メイツユニバーサルコンテンツ

788.1 稽古場物語 佐々木 一郎 ベースボール・マガジン社

791 茶の本 岡倉 覚三 パイインターナショナル

791.5 茶の仕覆と袋もの 大澤 実千世 淡交社

800  語 学
801.7 ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田 元幸 アルク

801.7 アメリカ大使館 神といわれた同時通訳者 松本 道弘 さくら舎

814 サクサク身につく大人のための語彙力 福田 尚弘 リベラル社

821.2 日本人のための漢字入門  (講談社現代新書) 阿辻 哲次 講談社

900　文 学
(日本文学)

910.2ｲｼｻ 石坂洋次郎の逆襲 三浦 雅士 講談社

911.3 春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記 日下野 由季 成美堂出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

911.32 わたしの芭蕉 加賀 乙彦 講談社

911.36ｲｼﾑ 色のない虹 石牟礼 道子 弦書房

913.6ｱｶｶ 空貝 赤神 諒 講談社

913.6ｱﾔｾ さいはての家 彩瀬 まる 集英社

913.6ｱﾘｶ イマジン ? 有川 ひろ 幻冬舎

913.6ｲｶﾗ 金子と裕而 五十嵐 佳子 朝日新聞出版

913.6ｲﾄﾔ 御社のチャラ男 絲山 秋子 講談社

913.6ｲﾇｲ ねなしぐさ 乾 緑郎 宝島社

913.6ｲﾌｷ 雲を紡ぐ 伊吹 有喜 文藝春秋

913.6ｳｴﾏ 梅と水仙 植松 三十里 PHP研究所

913.6ｵｳｻ 平蔵の母 逢坂 剛 文藝春秋

913.6ｵﾉ 踏み跡にたたずんで 小野 正嗣 毎日新聞出版

913.6ｵﾝﾀ ドミノin上海 恩田 陸 KADOKAWA

913.6ｷｳﾁ 占 木内 昇 新潮社

913.6ｷﾑﾗ 幼な子の聖戦 木村 友祐 集英社

913.6ｷﾑﾗ ウミガメみたいに飛んでみな 木村 椅子 光文社

913.6ｸﾘﾊ 仙童たち 栗林 佐知 未知谷

913.6ｸﾛﾀ まったく、青くない 黒田 小暑 小学館

913.6ｺﾝﾄ 歌舞伎座の怪紳士 近藤 史恵 徳間書店

913.6ｺﾝﾉ 清明  (隠蔽捜査 8) 今野 敏 新潮社

913.6ｻｻﾓ 山岳捜査 笹本 稜平 小学館

913.6ｼｶﾜ かんばん娘 志川 節子 KADOKAWA

913.6ｼﾊﾀ 野守虫 柴田 哲孝 光文社

913.6ｼﾓﾑ コープス・ハント 下村 敦史 KADOKAWA

913.6ｼﾖｳ 国道食堂 1st season 小路 幸也 徳間書店

913.6ｼﾗｲ 君がいないと小説は書けない 白石 一文 新潮社

913.6ｿﾒｲ 正体 染井 為人 光文社

913.6ﾀｶｾ 犬のかたちをしているもの 高瀬 隼子 集英社

913.6ﾀｶﾄ シャーリー・ホームズとバスカヴィル家の狗 高殿 円 早川書房

913.6ﾀｹﾓ 狐火の辻 竹本 健治 KADOKAWA

913.6ﾆｼﾑ 西日本鉄道殺人事件 西村 京太郎 新潮社

913.6ﾆﾚ 終の盟約 楡 周平 集英社

913.6ﾉﾘｼ 最高の任務 乗代 雄介 講談社

913.6ﾊﾀｹ 猫君 畠中 恵 集英社

913.6ﾋﾖｳ トイレで読む、トイレのためのトイレ小説 ふた巻きめ 雹月 あさみ KADOKAWA

913.6ﾌｼｻ OJOGIWA 藤崎 翔 ポプラ社

913.6ﾌﾙｳ 鐘を鳴らす子供たち 古内 一絵 小峰書店

913.6ﾌﾙｶ 背高泡立草 古川 真人 集英社

913.6ﾏﾁﾔ 坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋 良平 集英社

913.6ﾑﾗｷ 箱とキツネと、パイナップル 村木 美涼 新潮社

913.6ﾑﾚ 今日もお疲れさま  (パンとスープとネコ日和 5) 群 ようこ 角川春樹事務所

913.6ﾓﾄﾔ おっぱいエール 本山 聖子 光文社

913.6ﾓﾘﾔ 涼子点景1964 森谷 明子 双葉社

913.6ﾔﾅｷ 太平洋食堂 柳 広司 小学館

913.6ﾔﾏﾓ 希望と殺意はレールに乗って 山本 巧次 講談社

913.6ﾔﾝ 魂の痕(きずあと) 梁 石日 河出書房新社

913.6ﾖｼﾀ 犯罪  (コレクション 3) 吉田 修一 文藝春秋

914.6ｲｼﾑ 道子の草文 石牟礼 道子 平凡社

914.6ｵｸﾗ 草むらにハイヒール 小倉 千加子 いそっぷ社

914.6ｷｼﾓ 50代からの疲れをためない小さな習慣 岸本 葉子 佼成出版社

914.6ｷﾘｼ 聡明な女は愉しく老いる 桐島 洋子 海竜社

- 4 -



 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

914.6ｻｲﾊ 「好き」の因数分解 最果 タヒ リトルモア

914.6ｿﾉ 病気も人生 曽野 綾子 興陽館

914.6ﾀｶﾊ 悔いなく生きる男の流儀 高橋 三千綱 コスミック出版

914.6ﾀｶﾊ 誰にも相談できません 高橋 源一郎 毎日新聞出版

914.6ﾌｼﾑ 笑ってる場合かヒゲ 2 藤村 忠寿 朝日新聞出版

915.6 森心地の日々  (Thinking everyday in the forest 4) 森 博嗣 講談社

（外国文学）

923.7 荒潮  (新☆ハヤカワ・SF・シリーズ) 陳 楸帆 早川書房

929.1 誰にでも親切な教会のお兄さんカン・ミノ イ ギホ 亜紀書房

929.1 韓国が嫌いで チャン ガンミョン ころから

930.2 <ホームズ>から<シャーロック>へ マティアス・ボーストレム 作品社

933.7ｼｴｲ ミスター 上、下 E L ジェイムズ 早川書房

933.7ｽﾀﾝ 白い悪魔  (HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS) ドメニック・スタンズベリー 早川書房

933.7ﾇﾈｽ 友だち  (CREST BOOKS) シーグリッド・ヌーネス 新潮社

933.7ﾌｴﾗ 亀は死を招く  (論創海外ミステリ) エリザベス・フェラーズ 論創社

934.7ﾙｸｲ 暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて
アーシュラ・
K.ル=グウィン

河出書房新社

【参考図書】

350.9 世界統計年鑑 62集(2019) 国際連合統計局 原書房

351 統計でみる日本 2020 日本統計協会 日本統計協会

373.2 文部科学法令要覧 令和2年版 文部科学法令研究会 ぎょうせい

373.2 教育小六法 2020 市川 須美子 学陽書房

373.2 教育法規便覧 令和2年版 窪田 眞二 学陽書房

373.2 解説教育六法 2020 解説教育六法編修委員会 三省堂

(郷土資料)

K314 流山市議会会議録 令和元年12月 流山市議会事務局 流山市議会

K344
流山市予算書・流山市予算に関する説明書
　　　　　　　　　　・予算附属資料 令和２年度

流山市財政部財政調整課

【児童図書】

007 気をつけよう ! ネット動画 1 小寺 信良 汐文社

033 旅でみる世の中のしくみ大図解 リビー・ドイチュ ポプラ社

159 もう投げださない ! 続けるチカラ 深谷 圭助 日本図書センター

202 古代遺跡のサバイバル 2 洪 在徹 朝日新聞出版

210 キッズペディア歴史館 小学館

312 地政学でわかるわたしたちの世界 ティム・マーシャル 評論社

330 くらす、はたらく、経済のはなし 4 山田 博文 大月書店

345 どうなってるの ? 税金の使われ方 2
『税金の使われ方』
        編集委員会

汐文社

375 新聞をつくろう ! 1、2 菊池 健一 岩崎書店

383 ポリネシアのごはん  (絵本世界の食事 23) 銀城 康子 農山漁村文化協会

383 昔の道具 1 国土社編集部 国土社

383 歴史ごはん 永山 久夫 くもん出版

452 海は地球のたからもの 2 保坂 直紀 ゆまに書房

467 遺伝子・DNAのすべて 夏 緑 童心社

479 もっと知りたいさくらの世界 1 勝木 俊雄 汐文社

480 森の物語  (世界ショートセレクション 14)
アーネスト・
トンプソン・シートン 理論社

489 ホッキョククジラ Joanasie Karpik 丸善出版

489 ジャコウウシ Allen Niptanatiak 丸善出版

489 カリブー Dorothy Aglukark 丸善出版

519 地球が危ない ! プラスチックごみ 3 幸運社 汐文社

579 イチからつくるのり<接着剤> 早川 典子 農山漁村文化協会
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

594 かわいいパリのハンドメイド ミサンガ フロランス・ベロー ほるぷ出版

614 スマート農業の大研究  (楽しい調べ学習シリーズ) 海津 裕 PHP研究所

616 ジャガイモの大百科  (まるごと探究 ! 世界の作物) 森 元幸 農山漁村文化協会

619 すがたをかえる食べもの 1 服部栄養料理研究会 あすなろ書房

630 お蚕さんから糸と綿と 大西 暢夫 アリス館

708 アートのなかでかくれんぼ 2 ニコラス・ピロー フレーベル館

780 うんどう基礎のきそ 1 平田 利矢子 ベースボール・マガジン社

780 知ってた ? 世界のスポーツルールと歴史 アダム・スキナー 徳間書店

820 鉄人講師が明かす三羽邦美の漢文ルール 三羽 邦美 PHP研究所

913ｲﾁ 粟津キヨへの旅立ち 市川 信夫 桜雲会

913ｲﾄ 朔と新 いとう みく 講談社

913ｲﾏ キダマッチ先生 ! 4 今井 恭子 BL出版

913ｺﾃ 窓 小手鞠 るい 小学館

913ｻｲ グレーテルの白い小鳥  (ビブリオ・ファンタジア) 斉藤 洋 偕成社

913ｼﾝ アリババの猫がきいている 新藤 悦子 ポプラ社

913ﾅｶ 雷のあとに  (文研じゅべにーる) 中山 聖子 文研出版

913ﾊﾏ 県知事は小学生 ?  (カラフルノベル) 濱野 京子 PHP研究所

913ﾏｼ みつきの雪  (講談社・文学の扉) 眞島 めいり 講談社

933ｹﾘ ハロー、ここにいるよ
エリン・
エントラーダ・ケリー 評論社

933ﾎﾙ デイビッド・マックチーバーと29ひきの犬 マーガレット・ホルト 大日本図書

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｽ ぼくたちのきせき  (ひまわりえほんシリーズ) あずみ虫 鈴木出版

Eｱﾐ こねこのビスケット  (ポプラ社の絵本) 網中 いづる ポプラ社

Eｲﾓ 空色のゆりいす いもと ようこ 金の星社

Eｳｲ わたしたちの家が火事です ジャネット・ウィンター 鈴木出版

Eｳｴ ねこのジョン 上野 紀子 金の星社

Eｳｴ ことりとねこのものがたり 上野 紀子 金の星社

Eｵｶ いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本 雄司 アリス館

Eｶﾃ ふたりの約束 イザベル・カーディナル 西村書店

Eｶﾐ ラブレターをもらったら
ルーシー・
ルース・カミンズ

BL出版

Eｸﾆ みずうみにきえた村 バーバラ・クーニー ほるぷ出版

Eｺｼ テツコ・プー 児島 なおみ 偕成社

Eｺﾊ はじまりはたき火 小林 マキ 福音館書店

Eｺﾙ 空とぶ船とゆかいななかま バレリー・ゴルバチョフ 光村教育図書

Eｻｲ
あぶない ! どーする ?
(どうぶつえほんだーれ ? どーする ? 5)

西藤 燦 岩崎書店

Eﾀﾅ ルナのたまごさがし たなか 鮎子 フレーベル館

Eﾂﾁ あおいむぎわらぼうし  (ひまわりえほんシリーズ) 土田 義晴 鈴木出版

Eﾄｳ さくらがさくと とうごう なりさ 福音館書店

Eﾆｷ きらきらもりでまってるよ ! にき まゆ フレーベル館

Eﾊﾏ ちらしずし  (しゅうくんかぞくのしあわせレシピ) はまの ゆか 光村教育図書

Eﾊﾚ ペネロペおおきくなったらなにになる ?
ゲオルグ・
ハレンスレーベン

岩崎書店

Eﾋﾔ おわんわん 100%ORANGE ひさかたチャイルド

Eﾋﾛ えんまだいおうごいっこう  (こどもプレス) 広瀬 克也 イースト・プレス

Eﾌｴ たったひとりのあなたへ マット・フェラン 光村教育図書

Eﾌｶ じぶんではなをかめるかな  (えほんのぼうけん) 深見 春夫 岩崎書店

Eﾏﾂ さくらの谷 松成 真理子 偕成社

Eﾓﾝ きょうからほいくえん エヴァ・モンタナーリ 岩崎書店

Eﾓﾝ となりのショセットさん アンヌ・モンテル 評論社

Eﾖｼ もしものせかい ヨシタケ シンスケ 赤ちゃんとママ社
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