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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

【一般図書】

000　総 記
002 人間を究める  松尾 豊 ポプラ社

002.7 もっと!京大変人講座 市岡 孝朗 三笠書房

007.1 スマートマシンはこうして思考する ショーン・ジェリッシュ みすず書房

007.3 新しい世界を生きるためのサイバー社会用語集 一田 和樹 原書房

007.6 パソコン最強時短仕事術 守屋 恵一 技術評論社

010.2 東日本大震災あの時の図書館員たち
「東日本大震災あの
時の図書館員たち」
編集委員会

日本図書館協会

015.2 レファレンスサービスの射程と展開 根本 彰 日本図書館協会

070.4 記者失格 柳澤 秀夫 朝日新聞出版

100　哲 学
104 世界は贈与でできている 近内 悠太 ニューズピックス

131.5 その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。 山本 貴光 筑摩書房

141.6 「つい感情的になってしまう」あなたへ 水島 広子 河出書房新社

146.1 性格の法則  (Understanding Human Nature 2) アルフレッド・アドラー 興陽館

146.8 親と死別した子どもたちへ ドナ・シャーマン 佼成出版社

159 33歳で手取り22万円の僕が1億円を貯められた理由 井上 はじめ 新潮社

159 1%の努力 ひろゆき ダイヤモンド社

159.4 人脈なんてクソだ。 三浦 崇宏 ダイヤモンド社

164 世界の神様解剖図鑑 平藤 喜久子 エクスナレッジ

182.1 詳説日本仏教13宗派がわかる本  (The New Fifties) 正木 晃 講談社

188.8 定命を生きる 枡野 俊明 小学館

200　歴史・地理
201 エゴ・ドキュメントの歴史学 長谷川 貴彦 岩波書店

209 壁の世界史 イアン・ヴォルナー 中央公論新社

210.04 近世日本は超大国だった 草間 洋一 ハート出版

210.75 告白 川 恵実 かもがわ出版

210.75 かくされてきた戦争孤児 金田 茉莉 講談社

213.6 地図と写真でわかる江戸・東京 西東社編集部 西東社

222.4 台湾を築いた明治の日本人 渡辺 利夫 産経新聞出版

234.07 ヒトラーへのメディア取材記録 エリック・ブランカ 原書房

238.05 最初のテロリスト カラコーゾフ クラウディア・ヴァーホーヴェン 筑摩書房

253.07 語られなかったアメリカ史 3 オリバー・ストーン あすなろ書房

280.4 才女の運命 インゲ・シュテファン フィルムアート社

289.1ｶﾜｸ 河口慧海  (ミネルヴァ日本評伝選) 高山 龍三 ミネルヴァ書房

289.1ｻｶｸ まとまらない人 坂口 恭平 リトルモア

289.1ﾊﾗﾀ 生涯編集者 原田 奈翁雄 高文研

291.01 地図でみる城下町 野間 晴雄 海青社

291.09 西日本「御城印」徹底ガイド 小和田 哲男 メイツユニバーサルコンテンツ

291.09 東日本「御城印」徹底ガイド 小和田 哲男 メイツユニバーサルコンテンツ

291.3 東京地理入門 菊地 俊夫 朝倉書店

292.2 中国の「爆速」成長を歩く 西牟田 靖 イースト・プレス

No.241（2020年5月号） 2020.4.1～2020.4.30 受入図書の一部を掲載
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

300　社会科学

311.1 デジタル・デモクラシーがやってくる! 谷口 将紀 中央公論新社

312.1 日本を揺るがした三巨頭 大下 英治 さくら舎

312.3 自由なき世界 上、下 ティモシー・スナイダー 慶應義塾大学出版会

313.8 独裁者が変えた世界史 上、下 オリヴィエ・ゲズ 原書房

323.1 いちばんやさしい憲法入門  (有斐閣アルマ Interest) 初宿 正典 有斐閣

323.1 憲法講話 長谷部 恭男 有斐閣

324.5 契約書のツボとコツがゼッタイにわかる本 萩原 勇 秀和システム

333.8 なぜ貧しい国はなくならないのか 大塚 啓二郎 日本経済新聞出版社

335 会社で役立つ日常業務の法律知識 矢野 千秋 清文社

335.2 日本企業の勝算 デービッド・アトキンソン 東洋経済新報社

336.1 「数字」のコツ 山本 崚平 あさ出版

336.1 90日で成果をだすDX入門 須藤 憲司 日本経済新聞出版社

338 すみません、金利ってなんですか? 小林 義崇 サンマーク出版

338.5 なぜ支店長は飛ばされたのか 加藤 直樹 廣済堂出版

345.1 租税法  (有斐閣アルマ Specialized) 岡村 忠生 有斐閣

349.5 図解よくわかる地方税のしくみ 柏木 恵 学陽書房

361.4 クリティカル日本学 ガイタニディス・ヤニス 明石書店

361.8 格差は心を壊す リチャード・ウィルキンソン 東洋経済新報社

365.3 「住む」ための事典 篠原 聡子 彰国社

366.2 高齢社会日本の働き方改革 経済協力開発機構 明石書店

366.2 障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。 姫路 まさのり 新潮社

367.7 おひとりさまの大往生ガイドBOOK 村松 静子 主婦の友社

368.7 Q&A少年非行を知るための基礎知識 村尾 泰弘 明石書店

370.4 科学的に考える子育て 和久田 学 緑書房

374.3 先生も大変なんです 江澤 隆輔 岩波書店

379.9 モンテッソーリ教育で自信とやる気を伸ばす! 藤崎 達宏 三笠書房

382.1 カムイの世界  (とんぼの本) 堀内 みさ 新潮社

383.8 食の歴史 ジャック・アタリ プレジデント社

383.8 ものがたり茶と中国の思想 佐野 典代 平凡社

389 人類学とは何か ティム・インゴルド 亜紀書房

400　自然科学

410.4 天才少年が解き明かす奇妙な数学! 続 アグニージョ・バナジー 創元社

417.02 統計の歴史 オリヴィエ・レイ 原書房

424 音と音楽の科学 岩宮 眞一郎 技術評論社

440.1 宇宙の謎に迫れ!探査機・観測機器61 小谷 太郎 ベレ出版

451 散歩が楽しくなる空の手帳 森田 正光 東京書籍

453.02 あしたの地震学 神沼 克伊 青土社

454.9 絵でわかる世界の地形・岩石・絶景 藤岡 達也 講談社

468.4 えげつない!寄生生物 成田 聡子 新潮社

471.4 人の暮らしを変えた植物の化学戦略 黒柳 正典 築地書館

481.7 きずな図鑑 中村 庸夫 二見書房

488 美し、をかし、和名由来の江戸鳥図鑑 田島 一彦 パイインターナショナル

488.9 カラスは飼えるか 松原 始 新潮社

490.1 生老病死そして生 國森 康弘 農山漁村文化協会

491.1 iPS細胞の研究室 志田 あやか 東京書籍

491.1 人工培養された脳は「誰」なのか フィリップ・ボール 原書房

494.5 がん免疫療法の突破口(ブレイクスルー) チャールズ・グレーバー 早川書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

500　工学・家庭

511.3 トコトンやさしい地盤工学の本 安田 進 日刊工業新聞社

515 世界の橋の秘密ヒストリア ジュディス・デュプレ エクスナレッジ

519 地球に住めなくなる日 デイビッド・ウォレス・ウェルズ NHK出版

523 リノベーションからみる西洋建築史 伊藤 喜彦 彰国社

527 猫と住まいの解剖図鑑 いしまる あきこ エクスナレッジ

528 イラストでわかるビル設備 井上 国博 ナツメ社

542.02 電気技術発展の秘話 矢田 恒二 オーム社

576.7 教授にきいた…コスメの科学 野々村 美宗 フレグランスジャーナル社

588.5 世界でいちばん素敵なワインの教室 前場 亮 三才ブックス

591 夫婦1年目のお金の教科書 坂下 仁 ダイヤモンド社

593.3 石川ゆみの着るもの、袋もの 石川 ゆみ 文化学園文化出版局

595.5 世界一わかりやすいメイクの教科書 長井 かおり 講談社

596ｵｷﾉ 手づくり調味料のある暮らし 荻野 恭子 暮しの手帖社

596.3 光るサラダ 有元 葉子 文化学園文化出版局

597.5 服を1着買ったら、2着捨てなさい。 飯田 久恵 内外出版社

600　産 業
610.1 人類を救う農業の科学  (SUPERサイエンス) 齋藤 勝裕 シーアンドアール研究所

611.3 飽食と崩食の社会学 橋本 直樹 筑波書房

626.9 野菜づくり大百科 板木 利隆 家の光協会

645.2 人と共に生きる日本の馬 高草 操 里文出版

649.8 動物の看護師さん 保田 明恵 大月書店

653.2 縁起のよい樹と日本人 有岡 利幸 八坂書房

673.9 配膳さんという仕事 笠井 一子 平凡社

674.5 手紙社のイベントのつくり方 北島 勲 美術出版社

686.2 日本の路線図 宮田 珠己 三才ブックス

686.3 乗務員室からみたJR 関 大地 ユサブル

700　芸術・体育
702.1 もっと知りたい薬師寺の歴史 薬師寺 東京美術

702.3 教皇たちのローマ 石鍋 真澄 平凡社

721.2 絵解く戦国の芸能と絵画 小林 健二 三弥井書店

723.3 名画で味わうギリシャ神話の世界 有地 京子 大修館書店

728 知っておきたい!手書きの常識 平形 精逸 東京書籍

742.5 フィルムカメラ・スタートブック 大村 祐里子 玄光社

753.3 手織りの組織図事典 彦根 愛 グラフィック社

757.3 ひと目でわかる配色デザインの基本。 柘植 ヒロポン エムディエヌコーポレーション

762.3 ベートーヴェン革新の舞台裏 平野 昭 音楽之友社

764.3 オーケストラ クリスチャン・メルラン みすず書房

778.2 もう一度見たくなる100本の映画たち 外国映画編 立花 珠樹 言視舎

778.7 アニメーターはどう働いているのか 松永 伸太朗 ナカニシヤ出版

779.1 志らくの食べまくら 立川 志らく 双葉社

780.4 ポスト・スポーツの時代 山本 敦久 岩波書店

785.3 40代からでも波に乗れるはじめてのサーフィン 市東 重明 KADOKAWA

786.1 アルパインクライミング教本 笹倉 孝昭 山と溪谷社

791.2 1日5分茶の湯の歴史 谷端 昭夫 淡交社

791.7 よくわかる棚の点前 堀内 宗心 世界文化社

800  語 学
801.6 6か国語で貼って伝わる文例200 ユーキャンインバウンド研究会 ユーキャン学び出版

801.6 この本を書いたのは誰だ? 村上 征勝 勉誠出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

801.9 ひと目でわかる実用手話辞典 手話技能検定協会 新星出版社

809.2 しゃべるばかりが能じゃない 立川 談四楼 毎日新聞出版

809.4 話し方が上手くなる!声まで良くなる!1日1分朗読 魚住 りえ 東洋経済新報社

814 文豪のすごい言葉づかい辞典  (TJ MOOK) 山口 謠司 宝島社

814.9 新敬語「マジヤバイっす」 中村 桃子 白澤社

829.1 日本一楽しい韓国語学習50のコツ 稲川 右樹 KADOKAWA

900　文 学
(日本文学)

913.6ｱｻﾀ 流人道中記 上、下 浅田 次郎 中央公論新社

913.6ｱﾗｲ 絶対猫から動かない 新井 素子 KADOKAWA

913.6ｲ あなたが私を竹槍で突き殺す前に 李 龍徳 河出書房新社

913.6ｲｸﾏ 雪と心臓 生馬 直樹 集英社

913.6ｲﾂｼ ピカソになれない私たち 一色 さゆり 幻冬舎

913.6ｲﾉｳ よその島 井上 荒野 中央公論新社

913.6ｵｶﾓ 運命の人を見つけた、ら 岡本 貴也 小学館

913.6ｷｼ 罪人の選択 貴志 祐介 文藝春秋

913.6ｷﾘｼ 静かなる太陽 霧島 兵庫 中央公論新社

913.6ｸｻｶ 怖い患者 久坂部 羊 集英社

913.6ｺｳﾀ 天稟 幸田 真音 KADOKAWA

913.6ｺﾃﾏ 私たちの望むものは 小手鞠 るい 河出書房新社

913.6ｻｻﾓ 公安狼 笹本 稜平 徳間書店

913.6ｼｹﾏ ひこばえ 上、下 重松 清 朝日新聞出版

913.6ｼﾖｳ 三兄弟の僕らは 小路 幸也 PHP研究所

913.6ｼﾝﾎ ダーク・ブルー 真保 裕一 講談社

913.6ﾀｶｵ 約束の果て 高丘 哲次 新潮社

913.6ﾀｷﾜ 女神のサラダ 瀧羽 麻子 光文社

913.6ﾀｹｳ 図書室のバシラドール 竹内 真 双葉社

913.6ﾀﾅｶ 地に這うものの記録 田中 慎弥 文藝春秋

913.6ﾁﾈﾝ 十字架のカルテ 知念 実希人 小学館

913.6ﾁﾊﾔ 透明な夜の香り 千早 茜 集英社

913.6ﾂｼ エンドレス・スリープ 辻 寛之 光文社

913.6ﾃﾗﾁ 希望のゆくえ 寺地 はるな 新潮社

913.6ﾄｳﾊ チーム 3 堂場 瞬一 実業之日本社

913.6ﾅｶｵ 緋色の残響 長岡 弘樹 双葉社

913.6ﾅｶﾔ 夜がどれほど暗くても 中山 七里 角川春樹事務所

913.6ﾆｼｻ 未知の鳥類がやってくるまで 西崎 憲 筑摩書房

913.6ﾆｼﾑ バスへ誘う男 西村 健 実業之日本社

913.6ﾆﾉﾐ 紳士と淑女のコロシアム「競技ダンス」へようこそ 二宮 敦人 新潮社

913.6ﾇｶｶ できない男 額賀 澪 集英社

913.6ﾊﾅﾀ
シングルファーザーの年下彼氏の子ども2人と
格闘しまくって考えた「家族とは何なのか問題」のこと 花田 菜々子 河出書房新社

913.6ﾊﾅﾑ 帝国 花村 萬月 講談社

913.6ﾊﾗﾀ <あの絵>のまえで 原田 マハ 幻冬舎

913.6ﾋｶｼ クスノキの番人 東野 圭吾 実業之日本社

913.6ﾋｸﾁ 礼儀正しい空き巣の死 樋口 有介 祥伝社

913.6ﾋﾗﾔ 大一揆 平谷 美樹 KADOKAWA

913.6ﾌｸｻ 羊の国のイリヤ 福澤 徹三 小学館

913.6ﾌｸﾀ 東京ホロウアウト 福田 和代 東京創元社

913.6ﾌｼﾉ ピエタとトランジ 藤野 可織 講談社

913.6ﾎﾝｼ 流浪の大地 本城 雅人 KADOKAWA
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

913.6ﾐﾀﾑ オオカミの時間 三田村 信行 理論社

913.6ﾑﾗｶ MISSING 村上 龍 新潮社

913.6ﾑﾗｷ 天下取 村木 嵐 光文社

913.6ﾔﾉ 愚か者の城 矢野 隆 KADOKAWA

913.6ﾔﾏｼ 小鳥、来る 山下 澄人 中央公論新社

913.6ﾕｽｷ 暴虎の牙 柚月 裕子 KADOKAWA

913.6ﾖｺｾ 誘拐屋のエチケット 横関 大 講談社

913.6ﾖｼｶ ブラッド・ロンダリング 吉川 英梨 河出書房新社

（外国文学）

929.5 セヘルが見なかった夜明け セラハッティン・デミルタシュ 早川書房

929.7 無の国の門 サマル・ヤズベク 白水社

933.7ｳｵﾄ 歌え、葬られぬ者たちよ、歌え ジェスミン・ウォード 作品社

933.7ｵｴﾝ ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 早川書房

933.7ｽﾐｽ 秋  (CREST BOOKS) アリ・スミス 新潮社

933.7ﾉﾋｸ 銀をつむぐ者 上、下 ナオミ・ノヴィク 静山社

933.7ﾊﾊ 探偵コナン・ドイル  (HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS) ブラッドリー・ハーパー 早川書房

933.7ﾌｵｻ ザ・フォックス フレデリック・フォーサイス KADOKAWA

【参考図書】

007.3 インターネット白書 2020 インターネット白書編集委員会 インプレスR&D

010.5 日本の図書館 2019
図書館調査事業委員会
日本の図書館調査委員会 日本図書館協会

015 図書館活用術 藤田 節子 日外アソシエーツ

059 世界年鑑 2020 共同通信社 共同通信社

203.2 世界史年表・地図 亀井 高孝 吉川弘文館

210.03 日本史年表・地図 児玉 幸多 吉川弘文館

290.3 プレミアムアトラス世界地図帳 平凡社 平凡社

320.9 六法全書 令和2年版1、2 中里 実代表 有斐閣

329.09 国際条約集 2020年版 岩沢 雄司代表 有斐閣

350.9 世界の統計 2020 総務省統計局 日本統計協会

351 日本の統計 2020 総務省統計局 総務省統計局

358 人口の動向日本と世界 2020 国立社会保障・人口問題研究所 厚生労働統計協会

519.1 環境六法 令和2年版1 中央法規出版

519.1 環境六法 令和2年版2 中央法規出版

678.9 国際連合貿易統計年鑑 2018(Vol.67)-1、2 国際連合経済社会局 原書房

702.1 日本美術年鑑 平成30年版
国立文化財機構
東京文化財研究所
文化財情報資料部

中央公論美術出版

813.4 研究社日本語口語表現辞典 山根 智恵 研究社

(郷土資料)

K201 東葛流山研究 第３８号 流山市立博物館友の会

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 (令和2年3月)

流山市
総合政策部企画政策課 流山市

K351 流山市統計書 令和元年 流山市役所総務部総務課

K518 流山市みどりの基本計画
流山市まちづくり
推進部みどりの課

K911 流山俳句協会合同句集 「味醂の里」第一句集 流山俳句協会

【児童図書】

059 朝日ジュニア学習年鑑 2020 朝日新聞出版

323 ほとんど憲法 上、下 木村 草太 河出書房新社

369 あったらいいな、こんな車いす 斎藤 多加子 汐文社

369 自然災害から人々を守る活動 1～5 片田 敏孝 廣済堂あかつき

369 心のバリアフリーを学ぶ 1、2 高橋 儀平 小学館クリエイティブ
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

383 ホントに食べる?世界をすくう虫のすべて 内山 昭一 文研出版

444 太陽と熱  (太陽のひみつシリーズ) 藤井 旭 ほるぷ出版

444 日食と月食  (太陽のひみつシリーズ) 藤井 旭 ほるぷ出版

452 海は地球のたからもの 3 保坂 直紀 ゆまに書房

479 ぜんぶわかる!ジャガイモ  (しぜんのひみつ写真館) 安田 守 ポプラ社

489 オランウータンに会いたい 久世 濃子 あかね書房

519 目で見るSDGs時代の環境問題 ジェス・フレンチ さ・え・ら書房

626 トマトの大百科  (まるごと探究!世界の作物) 中野 明正 農山漁村文化協会

723 ピカソとマティス 高橋 明也 東京美術

759 はじめてのこままわし  (キッズこままわし達人BOOKS) 日本こままわし協会 いかだ社

780 パラアスリートたちの挑戦 1～5 越智 貴雄 童心社

913ｱｻ いえでででんしゃ、しゅっぱつしんこう! あさの あつこ 新日本出版社

913ｳｵ おいで、アラスカ!  (フレーベル館文学の森) アンナ・ウォルツ フレーベル館

913ｻｲ えんそくのおばけずかん  (どうわがいっぱい) 斉藤 洋 講談社

913ﾉﾅ 紙ひこうき、きみへ 野中 柊 偕成社

913ﾌｼ からくり探偵団 2 藤江 じゅん KADOKAWA

913ﾎｼ 活版印刷三日月堂 1～6 ほしお さなえ ポプラ社

913ﾏｽ ドーナツの歩道橋  (teens' best selections) 升井 純子 ポプラ社

913ﾐﾀ ふしぎ町のふしぎレストラン 2 三田村 信行 あかね書房

933ｿﾝ エミリーとはてしない国  (ポプラせかいの文学) ケイト・ソーンダズ ポプラ社

933ﾎﾀ コピーボーイ  (STAMP BOOKS) ヴィンス・ヴォーター 岩波書店

933ﾓﾊ アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ 評論社

943ｼﾕ ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 ヘルマン・シュルツ 徳間書店

949ｳｵ おいで、アラスカ!  (フレーベル館文学の森) アンナ・ウォルツ フレーベル館

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｷ たまごにいちゃんとげんちゃん あきやま ただし 鈴木出版

Eｱﾘ ねえさんの青いヒジャブ ハテム・アリ BL出版

Eｲｲ かふんとみつ 飯野 和好 絵本塾出版

Eｳｴ ねずみくんはめいたんてい  (ねずみくんの絵本) 上野 紀子 ポプラ社

Eｴｶ あいちゃんのひみつ えがしら みちこ 岩崎書店

Eｴｶ いろいろおてつだい えがしら みちこ 小学館

Eｶﾏ みつけた!こんちゅう 鎌田 歩 教育画劇

Eｶﾙ エリック・カールのえいごがいっぱい エリック・カール 偕成社

Eｸﾚ ぼくのしましまテッド ケイティ・クレミンソン NHK出版

Eｺﾂ わたしのペットはまんまるいし  (ポプラせかいの絵本) サマンサ・コッテリル ポプラ社

Eｺﾐ とりあえずありがとう 五味 太郎 絵本館

Eｻｲ ママはかいぞく レミ・サイヤール 光文社

Eｻｷ あたまとんとんたたいたら  (たんぽぽえほんシリーズ) ザ・キャビンカンパニー 鈴木出版

Eｼﾓ おんなじだあれ? しもかわら ゆみ あかね書房

Eｼﾖ 山はしっている リチャード・ジョーンズ 鈴木出版

Eｽｴ くすのきだんちのねむりいす 末崎 茂樹 ひかりのくに

Eﾀｹ すきまっこちゃん 竹与井 かこ 教育画劇

Eﾀﾙ あっくんとデコやしき  (日本傑作絵本シリーズ) 垂石 眞子 福音館書店

Eﾄﾖ おくりもの 豊福 まきこ BL出版

Eﾄﾖ ぱかぱかももんちゃん  (ももんちゃんあそぼう) とよた かずひこ 童心社

Eﾅﾂ きえるあひる  (幼児絵本シリーズ) なつめ よしかず 福音館書店

Eﾉﾑ 千両みかん  (らくごえほん) 野村 たかあき 教育画劇

Eﾊｼ ティモシーとサラたのしいおうち 芭蕉 みどり ポプラ社

Eﾋﾛ はやくちことばのさんぽみち 広野 多珂子 アリス館

Eﾌﾙ もっとかぞえてみよう ディック・ブルーナ 福音館書店

Eﾏﾂ ランカ 松成 真理子 偕成社

Eﾏﾙ まんままんま  (はじめてのことば) まるやま あやこ 光村教育図書

Eﾐﾅ うさぎのバレエだん 南塚 直子 小学館
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