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【一般図書】

000　総 記
007 教養としてのコンピューターサイエンス講義 ブライアン・カーニハン 日経BP

007.1 量子コンピュータが本当にわかる! 武田 俊太郎 技術評論社

007.3 東大塾IoT講義 喜連川 優 東京大学出版会

007.6 QRコードの奇跡 小川 進 東洋経済新報社

007.6 いちばんやさしい60代からのiPad 増田 由紀 日経BP

069.04 博物館と文化財の危機 岩城 卓二 人文書院

070.1 「新聞記者」という欺瞞 安積 明子 ワニブックス

100　哲 学
114.2 最後の講義完全版 石黒 浩 主婦の友社

134.9 ハイデガーの超政治 轟 孝夫 明石書店

141.1 実力発揮メソッド  (講談社選書メチエ) 外山 美樹 講談社

141.6 幸福の意外な正体 ダニエル・ネトル きずな出版

145.2 夢の正体 アリス・ロブ 早川書房

146.8 心理療法って何? 古澤 聖子 星和書店

146.8 人と組織が変わる暗闇ごはん 青江 覚峰 徳間書店

159 なんで僕に聞くんだろう。 幡野 広志 幻冬舎

159 ピック・スリー ランディ・ザッカーバーグ 東洋経済新報社

159.4 勝者の思考回路 柴田 陽子 幻冬舎

164.7 やさしくひも解くハワイ神話 森出 じゅん フィルムアート社

188.5 坊さん、ぼーっとする。 白川 密成 ミシマ社

200　歴史・地理
201 <世界史>をいかに語るか 成田 龍一 岩波書店

204 歴単 西洋史編 原島 広至 すばる舎

210.02 暮らしの中の古文書 浅井 潤子 吉川弘文館

210.02 水洗トイレは古代にもあった 黒崎 直 吉川弘文館

210.1 東大教授がおしえる日本史をつかむ図鑑 山本 博文 二見書房

210.2 サピエンス日本上陸 海部 陽介 講談社

213.6 谷根千のイロハ 森 まゆみ 亜紀書房

227.9 パレスチナ/イスラエル論 早尾 貴紀 有志舎

234.07 わたしはナチスに盗まれた子ども
イングリット・フォン
・エールハーフェン 原書房

236.07 ゲルニカ 早乙女 勝元 新日本出版社

256.03 図説マヤ文明  (ふくろうの本) 嘉幡 茂 河出書房新社

288.3 天皇家と源氏  (読みなおす日本史) 奥富 敬之 吉川弘文館

289.1ｳｶｼ 大地よ! 宇梶 静江 藤原書店

289.3ｸﾆ 未熟児を陳列した男 ドーン・ラッフェル 原書房

290.1 あれもこれも地理学 富田 啓介 ベレ出版

290.9 世界から消えゆく場所   トラビス・エルボラフ
日経ナショナル
ジオグラフィック社

291.3 暗渠パラダイス! 高山 英男 朝日新聞出版

292.2 チベット 渡辺 一枝 新日本出版社

292.9 はじめて旅するウラジオストク 矢巻 美穂 辰巳出版

293.6 「スペインの最も美しい村」全踏破の旅 吉村 和敏 講談社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

300　社会科学

302.2 女たちの中東ロジャヴァの革命 ミヒャエル・クナップ 青土社

302.3 現代ドイツを知るための67章  (エリア・スタディーズ) 浜本 隆志 明石書店

304ｳﾁﾀ サル化する世界 内田 樹 文藝春秋

304ﾆｼｵ 国家の行方 西尾 幹二 産経新聞出版

311.8 ファシズムはどこからやってくるか ジェイソン・スタンリー 青土社

312.1 国策不捜査 籠池 泰典 文藝春秋

312.2 香港はなぜ戦っているのか 李 怡 草思社

312.3 裏切りの大統領マクロンへ フランソワ・リュファン 新潮社

312.9 新しい地政学 北岡 伸一 東洋経済新報社

319.2 反日韓国という幻想 澤田 克己 毎日新聞出版

327.8 少年法適用年齢引下げ・総批判 葛野 尋之 現代人文社

331.04 「幸せ」をつかむ戦略 富永 朋信 日経BP

331.8 不平等と再分配の経済学 トマ・ピケティ 明石書店

332.06 スミス・マルクス・ケインズ ウルリケ・ヘルマン みすず書房

332.1 シン・ニホン 安宅 和人 ニューズピックス

335.8 自分たちでつくろうNPO法人! 名越 修一 学陽書房

336.4 管理職のためのハラスメント予防&対応ブック 向井 蘭 ダイヤモンド社

366.1 同一労働同一賃金の基本と実務  (BASIC&PRACTICE) 石嵜 信憲 中央経済社

366.2 10年後に食える仕事食えない仕事 渡邉 正裕 東洋経済新報社

376.4 留学を考え始めた親と子が読む本 平田 久子 コスモピア

382.3 図説ヴィクトリア朝の暮らし  (ふくろうの本) Cha Tea紅茶教室 河出書房新社

386.1 江戸の祭礼  (角川選書) 岸川 雅範 KADOKAWA

388 ヴァンパイアの教科書 オーブリー・シャーマン 原書房

400　自然科学

404ｻﾏｷ 科学はこう「たとえる」とおもしろい! 左巻 健男 青春出版社

410.4 1日1ページ数学の教養365
クリフォード・
A.ピックオーバー

ニュートンプレス

414.1 数楽工作倶楽部 廣澤 史彦 共立出版

446 月の科学と人間の歴史 デイビッド・ホワイトハウス 築地書館

454.9 ジオスケープ・ジャパン 竹下 光士 山と溪谷社

457.8 ダイナソー・ブルース 尾上 哲治 閑人堂

462.2 天空のアリ植物 盛口 満 八坂書房

469.4 骨が語る人類史 ブライアン・スウィーテク 原書房

470 もっと美しき小さな雑草の花図鑑 大作 晃一 山と溪谷社

481.7 私たちが食べる動物の命と心 バーバラ・J.キング 緑書房

488.9 ツバメのひみつ 長谷川 克 緑書房

490.2 GREAT BREAKTHROUGHS医学大事典 ロバート・スネッデン ニュートンプレス

493.7 疲れたから休みます。と言えないあなたへ 渡辺 正樹 主婦の友社

493.8 ビジュアルパンデミック・マップ   サンドラ・ヘンペル
日経ナショナル
ジオグラフィック社

498.5 好きになる栄養学  (好きになるシリーズ) 麻見 直美 講談社

498.5 「食べる」が変わる「食べる」を変える ビー・ウィルソン 原書房

500　工学・家庭
501.6 「再エネ大国日本」への挑戦  (SDGs時代の環境問題最前線) 山口 豊 山と溪谷社

519.8 はじめて学ぶ生物文化多様性 敷田 麻実 講談社

524.2 東京「街角」地質学 西本 昌司 イースト・プレス

537.9 クルマの本箱 内野 安彦 郵研社

543.5 ふくしま原発作業員日誌 片山 夏子 朝日新聞出版

589.2 着せる女 内澤 旬子 本の雑誌社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

593 早川ユミのちくちく服つくり 早川 ユミ KTC中央出版

594.7 Pop‐Up Appliquéフェルトで作る立体的な絵のバッグ 岩野 知美 文化学園文化出版局

596ｵｵﾊ 大原千鶴のすぐごはん 大原 千鶴 高橋書店

596ｻﾙﾎ フランス共働き家庭の2品献立  (料理の本棚) サルボ恭子 立東舎

597.5 さよさんの「物の減らし方」事典 小西 紗代 講談社

600　産 業
620 みんなの園芸店 大野 八生 福音館書店

645.6 モリー、100匹の猫を見つけた保護犬 コリン・ブッチャー 東京創元社

645.6 愛情いっぱい犬ごはん  (コツがわかる本) 「幸せ犬ごはん」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ

645.7 知りたい!ネコごころ  (岩波科学ライブラリー) 高木 佐保 岩波書店

666.7 リクガメの飼い方 吉田 誠 エムピージェー

673 実践!「繁盛立地」の判定・分析・売上予測 林原 琢磨 同文舘出版

674.8 町田忍の手描き看板百景 町田 忍 東海教育研究所

686.5 木造駅舎紀行200選  (旅鉄BOOKS) 杉崎 行恭 天夢人

700　芸術・体育
702.8 アーティストの手紙 マイケル・バード マール社

718 遙かな巨大仏  (Kan Kan Trip Japan 6) 半田 カメラ 書肆侃侃房

721.8 教えてコバチュウ先生!浮世絵超入門 小林 忠 小学館

751.3 バーナード・リーチとリーチ工房の100年 加藤 節雄 河出書房新社

754.7 かごと器の技法がわかる竹細工編み方のポイント 田中 瑞波 メイツユニバーサルコンテンツ

756.6 日本刀 技と美の科学 齋藤 勝裕 秀和システム

757 バグトリデザイン 村田 智明 朝日新聞出版

761.5 絶対!わかる和声法100のコツ 土田 京子
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

769 ダンスは冒険である 石井 達朗 論創社

778.06 不可能を可能にせよ! マーク・ランドルフ サンマーク出版

778.4 映画監督が教えるまた観たい!と思わせる動画の法則 スティーヴ・ストックマン ボーンデジタル

780 今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう! 玉木 正之 春陽堂書店

796.04 将棋語辞典 香川 愛生 誠文堂新光社

800  語 学
801.7 通訳というおしごと 関根 マイク アルク

809.2 話すチカラ 齋藤 孝 ダイヤモンド社

811.2 漢字の植物苑 円満字 二郎 岩波書店

816.2 文章を彩る表現技法の辞典 中村 明 東京堂出版

829.2 アイヌ語の世界 田村 すゞ子 吉川弘文館

830 リアルな英語の9割はアカデミー賞映画で学べる! 南谷 三世 池田書店

835 「おかしな英語」で学ぶ生きた英文法 唐澤 一友 亜紀書房

900　文 学
(日本文学)

913.6ｱｻｸ 空洞電車 朝倉 宏景 双葉社

913.6ｱﾀﾝ 金木犀とメテオラ 安壇 美緒 集英社

913.6ｱﾍ 海の十字架 安部 龍太郎 文藝春秋

913.6ｲ 地上生活者 第6部 李 恢成 講談社

913.6ｲｼﾕ 親方と神様 伊集院 静 あすなろ書房

913.6ｲﾄｳ 茶聖 伊東 潤 幻冬舎

913.6ｳｴﾊ しゃもぬまの島 上畠 菜緒 集英社

913.6ｳｷｱ 楡の墓 浮穴 みみ 双葉社

913.6ｴｸﾆ 去年の雪 江國 香織 KADOKAWA

913.6ｵｶﾀ 戦時大捜査網 岡田 秀文 東京創元社

913.6ｵｸﾀ 愛の色いろ 奥田 亜希子 中央公論新社

913.6ｵﾉﾃ 今日も町の隅で 小野寺 史宜 KADOKAWA

913.6ｶｷﾔ うちの父が運転をやめません 垣谷 美雨 KADOKAWA
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

913.6ｶｼ 三年長屋 梶 よう子 KADOKAWA

913.6ｶｽﾔ 小さき者たち 粕谷 知世 早川書房

913.6ｶﾄｲ 東京、はじまる 門井 慶喜 文藝春秋

913.6ｷﾄ 暗黒残酷監獄 城戸 喜由 光文社

913.6ｷﾘｼ フラウの戦争論 霧島 兵庫 新潮社

913.6ｸﾎ たおやかに輪をえがいて 窪 美澄 中央公論新社

913.6ｸﾛｶ 暗い林を抜けて 黒川 創 新潮社

913.6ｺﾊﾔ 西新宿幻影物語 小林 栗奈 産業編集センター

913.6ｺﾔﾅ 七度笑えば、恋の味 古矢永 塔子 小学館

913.6ｻｲｼ わかれ縁 西條 奈加 文藝春秋

913.6ｻﾄｳ 言の葉は、残りて 佐藤 雫 集英社

913.6ｼﾉ 天穹の船 篠 綾子 KADOKAWA

913.6ｼﾖｳ <銀の鰊亭>の御挨拶 小路 幸也 光文社

913.6ｾﾅ ポロック生命体 瀬名 秀明 新潮社

913.6ﾀｹﾐ いいからしばらく黙ってろ! 竹宮 ゆゆこ KADOKAWA

913.6ﾅｶﾔ 帝都地下迷宮 中山 七里 PHP研究所

913.6ﾅﾂﾊ Cocoon 3 夏原 エヰジ 講談社

913.6ﾅﾂﾔ 新・紫式部日記 夏山 かほる 日本経済新聞出版社

913.6ﾋﾛｼ 赤の王 廣嶋 玲子 東京創元社

913.6ﾌｼﾓ 愛するいのち、いらないいのち 冨士本 由紀 光文社

913.6ﾏﾂｳ 月岡草飛の謎 松浦 寿輝 文藝春秋

913.6ﾏﾔﾏ 神域 上、下 真山 仁 毎日新聞出版

913.6ﾐｷ 欺瞞の殺意  (ミステリー・リーグ) 深木 章子 原書房

913.6ﾐｽｷ 宝の山 水生 大海 光文社

913.6ﾐﾅﾄ 東京普請日和 湊 ナオ 日本経済新聞出版社

913.6ﾑﾗﾀ 丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田 沙耶香 KADOKAWA

913.6ﾔﾏﾓ あたしの拳が吼えるんだ 山本 幸久 中央公論新社

913.6ﾖｼﾑ 流卵 吉村 萬壱 河出書房新社

913.6ﾜﾀﾅ 死の陰謀  (オッドアイ 7) 渡辺 裕之 中央公論新社

913.6ﾜﾀﾘ 祟り神 輪渡 颯介 講談社

（外国文学）
930.2 ドナルド・キーンわたしの日本語修行 ドナルド・キーン 白水社

933.7ｳｵｶ チェリー ニコ・ウォーカー 文藝春秋

933.7ｳﾙﾌ 幕間  (平凡社ライブラリー) ヴァージニア・ウルフ 平凡社

933.7ｵｽﾀ サンセット・パーク ポール・オースター 新潮社

995.2 女であるだけで ソル・ケー・モオ 国書刊行会

【参考図書】

314.03 国会便覧 令和2年2月新版 シュハリ・イニシアティブ

314.1 國會議員要覧 令和2年2月版 国政情報センター

342.1 図説日本の財政 令和元年度版 小宮 敦史 財経詳報社

351 数字でみる日本の100年 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

358 国際連合世界人口年鑑 VOL.69(2018) 国際連合経済社会局 原書房

367 流山市第４次男女共同参画プラン 令和２年度ー令和６年度
流山市総合政策部
企画政策課
男女共同参画室

(郷土資料)

K314 選挙結果調 平成３０年度・令和元年度 流山 流山市選挙管理委員会

K351 千葉県県民経済計算  ２０１７ 平成２９年度 千葉県総合企画部統計課 千葉県総合企画部統計課

K367 千葉県男女共同参画白書 令和元年度
千葉県総合企画部
男女共同参画課

千葉県総合企画部
男女共同参画課

K367 流山市第４次男女共同参画プラン 令和２年度ー令和６年度
流山市総合政策部
企画政策課
男女共同参画室
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

K373 流山市教育振興基本計画  令和２年度ー令和６年度 流山市教育委員会 流山市教育委員会

K379 流山市青少年主張大会発表文集 令和元年度
流山市教育委員会
生涯学習部生涯学習課

流山市教育委員会
生涯学習部生涯学習課

K519 ちば 環境白書 令和元年版 千葉県環境生活部 千葉県環境生活部

【児童図書】

007 プログラミングであそぶ! 3 松田 孝 フレーベル館

007 AIとともに生きる未来 4 山田 誠二 文溪堂

159 おやくそくえほん 高濱 正伸 日本図書センター

304 ニュース年鑑 2020 池上 彰 ポプラ社

318 しりたいな全国のまちづくり 3 岡田 知弘 かもがわ出版

330 くらす、はたらく、経済のはなし 5 山田 博文 大月書店

333 世界を変えるSDGs 小林 亮 あかね書房

345 知ろう!学ぼう!税金の働き 1 日本税理士会連合会 金の星社

351 日本のすがた 2020 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

366 しごとば やっぱり  (しごとばシリーズ 6) 鈴木 のりたけ ブロンズ新社

369 あったらいいな、こんな義手 斎藤 多加子 汐文社

369 福祉がわかるシリーズ 1、2 稲葉 茂勝 ミネルヴァ書房

374 そうだったのか! 給食クイズ100 3 松丸 奨 フレーベル館

375 新聞をつくろう!  3、4 菊池 健一 岩崎書店

377 新・大学でなにを学ぶか  (岩波ジュニア新書) 上田 紀行 岩波書店

377 ノーベル賞を知る 1～5 講談社 講談社

383 世界を変えた15のたべもの テレサ・ベネイテス 大月書店

403 楽しく遊ぶ学ぶまだある!ふしぎの図鑑 白數 哲久 小学館

407 科学者になろう! スティーブ・モールド 化学同人

443 星座と神話のキャラクター図鑑 渡部 潤一 日本図書センター

460 里山のかんさつ 林 将之 ほるぷ出版

460 まちのかんさつ 林 将之 ほるぷ出版

481 足のうらずかん 2 村田 浩一 鈴木出版

488 しまふくろうの森 前川 貴行 あかね書房

500 エンジニアになろう! キャロル・ボーダマン 化学同人

510 だんだんできてくる 2、3 鹿島建設株式会社 フレーベル館

518 追跡!ごみのゆくえ ペットボトル 吉田 忠正 ほるぷ出版

519 グレタと立ち上がろう ヴァレンティナ・ジャンネッラ 岩崎書店

519 海のプラスチックごみ調べ大事典 保坂 直紀 旬報社

576 イチからつくるえんぴつ  (イチは、いのちのはじまり) 杉谷 龍一 農山漁村文化協会

589 大接近!スポーツものづくり 1～6 高山 リョウ 岩崎書店

596 火も包丁も使わない!安心・安全クッキング 寺西 恵里子 新日本出版社

689 観光を考える 1 小林 寛則 ミネルヴァ書房

768 知りたい!日本の伝統音楽 1
京都市立芸術大学
日本伝統音楽研究センター ミネルヴァ書房

780 スポーツびっくり図鑑 望月 修 小学館

796 羽生善治の将棋の教科書 羽生 善治 河出書房新社

801 きいてみよう!世界のことばでこんにちは ベン・ハンディコット 大月書店

913ｲﾄ まいごのしにがみ いとう みく 理論社

913ｵｸ うりぼうウリタ おくやま ゆか 偕成社

913ｸｻ ジェンと星になったテリー  (おはなしトントン) 草野 あきこ 岩崎書店

913ｸﾄ てのひらに未来  (くもんの児童文学) 工藤 純子 くもん出版

913ｸﾝ しらゆきちりか ちっちゃいな  (とっておきのどうわ) 薫 くみこ PHP研究所

913ｻｲ ゆるびーくんゆうえんちにいく 斉藤 洋 ほるぷ出版

913ｻｲ フラワーショップの亡霊  (ナツカのおばけ事件簿 18) 斉藤 洋 あかね書房

913ﾑﾗ へんなともだちマンホーくん  (わくわくライブラリー) 村上 しいこ 講談社

913ﾓﾘ ずっと見つめていた 森島 いずみ 偕成社

923ﾀﾝ 精霊のなみだ  (トゥートゥルとふしぎな友だち 3) 湯湯 あかね書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

933ｼﾕ おひめさまになったワニ  (世界傑作童話シリーズ)
ローラ・エイミー
・シュリッツ

福音館書店

933ｼﾖ ハートウッドホテル 4 ケイリー・ジョージ 童心社

933ﾁｴ ブラウン神父呪いの書  (世界ショートセレクション 15)
ギルバート・キース
・チェスタトン

理論社

933ﾊﾝ ウォーリアーズ 4-6 エリン・ハンター 小峰書店

933ﾍﾚ オペラ座の幽霊  (ルイスと不思議の時計 6) ジョン・ベレアーズ 静山社

933ﾍﾚ 魔法博物館の謎  (ルイスと不思議の時計 7) ジョン・ベレアーズ 静山社

933ﾏﾙ ベネベントの魔物たち 3、4
ジョン・ベーメルマンス
・マルシアーノ 偕成社

943ｼﾕ 動物と話せる少女リリアーネ 13 タニヤ・シュテーブナー 学研プラス

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱﾀ みならいうさぎのイースターエッグ エイドリアン・アダムズ 徳間書店

Eｱﾗ いちご 荒井 真紀 小学館

Eｲﾉ 100  (幼児絵本ふしぎなたねシリーズ) 井上 佐由紀 福音館書店

Eｵｶ こもれび 岡田 千晶 光村教育図書

Eｵｸ うんめぇめぇし おくはら ゆめ ほるぷ出版

Eｵｹ くつしたパーティ ティナ・オーケ 主婦の友社

Eｵﾌ たべるたべるたべること 小渕 もも おむすび舎

Eｶｳ ようこそ!ここはみんなのがっこうだよ スーザン・カウフマン 鈴木出版

Eｶﾏ きっとあえる  (日本傑作絵本シリーズ) 鎌田 暢子 福音館書店

Eｶﾙ 月ようびはなにたべる?  (英語でもよめる) エリック・カール 偕成社

Eｶﾜ ごんべえだぬき  (らくごえほん) 川端 誠 KADOKAWA

Eｷﾀ こはるとちはる  (恋の絵本 4) 北澤 平祐 岩崎書店

Eｷﾑ パパトラ きむら ゆういち アリス館

Eｸﾘ こんなおおきなかず、みたことある? イザベル・グリーンバーグ 偕成社

Eｸﾚ あくびしてるのだーれ? クレーン謙 岩崎書店

Eｸﾛ スキップスキップ 黒井 健 ひさかたチャイルド

Eｺﾙ おもいではきえないよ  (えほんのもり) アリソン・コルポイズ 文研出版

Eｻﾄ くちばしだーれ? サトウ マサノリ 岩崎書店

Eｻﾄ あしあしだーれ? サトウ マサノリ 岩崎書店

Eｼﾓ ねえねえあのね  (講談社の創作絵本) しもかわら ゆみ 講談社

Eｽｷ いなかのねずみとまちのねずみ リチャード・スキャリー 好学社

Eｽﾀ ちいさなしまのだいもんだい ロバート・スターリング 光村教育図書

Eｾﾝ プレストとゼスト リンボランドをいく モーリス・センダック 岩波書店

Eﾀｶ へんかしらそうかしら  (ひまわりえほんシリーズ) 高部 晴市 鈴木出版

Eﾁﾔ まざっちゃおう! アリー・チャン フレーベル館

Eﾃﾂ ブルーがはばたくとき ブリッタ・テッケントラップ BL出版

Eﾃﾕ しばふって、いいな! ロジャー・デュボアザン 瑞雲舎

Eﾊｸ トムをみつけよう!古代エジプト ファッティ・バーク BL出版

Eﾊｼ グレタとよくばりきょじん ゾーイ・パーシコ フレーベル館

Eﾊｽ 人間のれきし  (シリーズれきしをまなぶ) エイミー・ハズバンド 絵本塾出版

Eﾊﾀ いたずらのすきなけんちくか はた こうしろう 小学館

Eﾊﾆ ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版

Eﾊﾈ フランクリンとルナ、本のなかへ ケイティ・ハーネット BL出版

Eﾋｸ あのほん ひぐち みちこ こぐま社

Eﾋﾛ うちのネコがきらいです アンナ・ピロッリ 評論社

Eﾌｵ ひかりのぼうけん マリー・ヴォイト 岩崎書店

Eﾌﾗ あかいかさ ロバート・ブライト ほるぷ出版

Eﾎﾒ おばけがふくをなくしたら カミーユ・ポメロ 光村教育図書

Eﾏﾂ いつつごうさぎのきっさてん  (えほんのぼうけん) まつお りかこ 岩崎書店

Eﾏﾙ ノブーナガ 丸山 誠司 絵本館

Eﾏﾙ はーい! まるやま あやこ 光村教育図書

Eﾏﾙ まひるのけっとう マヌエル・マルソル 光村教育図書
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