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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

002 エリートと教養 村上 陽一郎 中央公論新社

007.1 僕とアリスの夏物語 谷口 忠大 岩波書店

007.3 リモート経済の衝撃 野口 悠紀雄 ビジネス社

007.3 最新インターネットの法律とトラブル対策 森 公任 三修社

007.6 はかどる神iPad 平岡 雄太 マガジンハウス

007.6 ほしいデータを瞬時に「検索」「出力」するExcel活用術 不二 桜 技術評論社

016.2 まちライブラリーのたまてばこ 砂生 絵里奈 郵研社

019.5 ブックスタートの20年 ブックスタート ブックスタート

019.9 名著の話 伊集院 光 KADOKAWA

041 日本の最終講義 鈴木 大拙 KADOKAWA

100　哲 学

104 テトラローグ ティモシー・ウィリアムソン 勁草書房

134.9 ハイデガー 高井 ゆと里 講談社

135.2 スピノザ 吉田 量彦 講談社

141.6 裏切り者は顔に出る 清水 建二 中央公論新社

151.5 思いがけず利他 中島 岳志 ミシマ社

159 幸せな孤独 前野 隆司 アスコム

159 1ミリの優しさ IKKO 大和書房

186.9 御朱印さんぽ千葉の寺社 JTBパブリッシング

200　歴史・地理

209 知識ゼロからの学び直し世界史 福田 智弘 幻冬舎

209.5 世界史を変えた24の革命 上・下 ピーター・ファタードー 原書房

209.7 なぜ人類は戦争で文化破壊を繰り返すのか ロバート・ベヴァン 原書房

210.4 一冊でわかる鎌倉時代 大石 学 河出書房新社

242.03 エジプトの女王 カーラ・クーニー 日経ナショナルジオグラフィック社

288.4 聖徳太子信仰とは何か 榊原 史子 勉誠出版

289.1ｻｶﾓ 坂本龍馬とその時代 佐々木 克 吉川弘文館

289.1ﾀｶﾔ 帰ってきた日々ごはん 10 高山 なおみ KTC中央出版

289.1ﾂﾀ 津田梅子 古川 安 東京大学出版会

289.1ﾏｻｷ 「ツトムの虫」を探して 盛口 満 ボーダーインク

290.9 かわいい我には旅をさせよ ソロ旅のすすめ 坂田 ミギー 産業編集センター

291.01 深掘り!日本の地名 宇田川 勝司 ベレ出版

291.5 るるぶ鎌倉殿の13人 JTBパブリッシング

291.5 東海道五十三次いまむかし歩き旅 高橋 真名子 河出書房新社

300　社会科学

302.1 不思議の国ニッポン クーリエ・ジャポン 講談社

304ｶﾝ それでも生きていく 姜 尚中 集英社

312.1 日本の総理大臣大全 八幡 和郎 プレジデント社

312.2 オードリー・タンが語るデジタル民主主義 オードリー・タン NHK出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

316.8 私たちの進む道 タニヤ・タラガ 青土社

324.1 大人になるってどういうこと? 神内 聡 くもん出版

325.2 図解いちばんやさしく丁寧に書いた会社法の本 佐藤 孝幸 成美堂出版

331 あなたを変える行動経済学 大竹 文雄 東京書籍

334.3 人口戦略法案 山崎 史郎 日経BP日本経済新聞出版本部

335 ストーリーでわかる!法務部の仕事12か月 出澤 秀二 学陽書房

336 ひと目でわかるマネジメントのしくみとはたらき図鑑 野田 稔 創元社

336.4 感じがいいと思われる敬語の話し方 川道 映里 ナツメ社

336.4 多様性って何ですか? 羽生 祥子 日経BP

337 図解はじめて学ぶみんなのお金 エディ・レイノルズ 晶文社

361.4 見抜く力 竹内 一郎 河出書房新社

366.3 これが私の生きる道! 世界文化社

367.3 父親になるということ 藤原 和博 筑摩書房

367.9 エリンとみどり エリン マクレディ 天夢人

369.1 介護福祉士になるには 渡辺 裕美 ぺりかん社

369.4 外国人の子ども白書 荒牧 重人 明石書店

375 中学生のおうち勉強法入門 みおりん 実務教育出版

377.9
就活のやり方<いつ・何を・どう?>
ぜんぶ! 2024年度版

就職情報研究会 実務教育出版

379.9 子どもとつながる「お話」の魔法 シルカ・ローズ・ウエスト NHK出版

384.6 大正ガールズコレクション 石川 桂子 河出書房新社

386.1 祭 小川 直之 パイインターナショナル

388.1 現代怪談考 吉田 悠軌 晶文社

400　自然科学

400 科学大図鑑 縣 秀彦 ニュートンプレス

417 ニュースの数字をどう読むか トム・チヴァース 筑摩書房

440 宇宙はどのような姿をしているのか 平松 正顕 ベレ出版

442.7 都会で撮る星の軌跡の撮影術 紀平 拓男 技術評論社

460 学びなおし中学・高校の生物 ニュートンプレス

470.4 草木愛しや花の折々 平野 恵理子 三月書房

481.7 先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています? 小林 朋道 築地書館

488.1 もしも鳥と話せたら ペズル プレジデント社

489.5 WOLVES トム・ジャクソン ホビージャパン

490.9 季節の不調が必ずラクーになる本 瀬戸 佳子 文化学園文化出版局

491.3 人体完全ガイド ニュートンプレス

493.1 老いを育む 柏木 哲夫 三輪書店

493.1 高齢者のための在宅活動ガイド 国立長寿医療研究センター 国立長寿医療研究センター

493.7 認知症世界の歩き方 筧 裕介 ライツ社

493.9 心の病気にかかる子どもたち 水野 雅文 朝日新聞出版

494.6 腰椎椎間板ヘルニアを治す 岡田 英次朗 法研

495.4 生殖技術と親になること 柘植 あづみ みすず書房

496.4 目と脳が若返る「見るチカラ」トレーニング 須崎 雄三 合同フォレスト

498 他者と生きる 磯野 真穂 集英社

498.3 頑張りすぎる人のための疲れない習慣 上符 正志 家の光協会

498.6 成田空港検疫で何が起きていたのか 田中 一成 扶桑社

498.6 保健所の「コロナ戦記」TOKYO2020-2021 関 なおみ 光文社

499.8 カップ一杯の魔法 しばた みか 山と溪谷社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

500　工学・家庭

501.8 だれでもデザイン 山中 俊治 朝日出版社

518.1 トコトンやさしい水道の本 高堂 彰二 日刊工業新聞社

519 地図から消える土地 クリスティーナ・コンクリン 扶桑社

521.8 キテレツ城あるき 長谷川 ヨシテル 柏書房

525.1 やさしく学ぶ建築製図 松下 希和 エクスナレッジ

527.1 間取りの○と× ザ・ハウス エクスナレッジ

535.4
医療機器業界のしくみとビジネスが
これ1冊でしっかりわかる教科書

野村総合研究所 技術評論社

542.06 成しとげる力 永守 重信 サンマーク出版

571.2 よくわかる粉体・粒体ができるまで 吉原 伊知郎 日刊工業新聞社

573.5 ガラスの歴史 田中 廣 丸善プラネット

589.2 手持ちの服でなんとかなります 杉山 律子 サンマーク出版

590 はじめてのひとり暮らし安心ガイド 造事務所 メディアパル

590.4 89歳、ひとり暮らし。 大崎 博子 宝島社

593.4 一生使えるミシンの基本 クライ・ムキ 主婦の友社

594.3 かぎ針編みのエコバッグ&サブバッグ アップルミンツ

595.5 肌トラブル大全 小林 智子 WAVE出版

596ｼﾖｳ 調味料の味わい 暮らしの図鑑編集部 翔泳社

596ﾃﾇｷ もっと!魔法のてぬきごはん てぬキッチン ワニブックス

596ﾏﾁﾔ 料理がおいしくなる美しい盛りつけのアイディア まちやま ちほ 朝日新聞出版

596.4 おべんとうの教科書 ほりえ さちこ 学研プラス

596.6 科学でわかるパンの「なぜ?」 梶原 慶春 柴田書店

599.3 かんたん!はじめてのフリージング離乳食 フード・アイ 学研プラス

600　産 業

612.1 農的暮らしをはじめる本 榊田 みどり 農山漁村文化協会

627 植物画で彩る美しい花言葉 二宮 孝嗣 ナツメ社

629.7 庭は私の秘密基地 銀色 夏生 KADOKAWA

645.6 るるぶペットとおでかけ '23 JTBパブリッシング

645.7 猫にひろわれた話 猫びより編集部 辰巳出版

663.6 水産資源学 松石 隆 海文堂出版

667.9 さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂 康之 イースト・プレス

674.3 ネーミングの極意 弓削 徹 明日香出版社

675 「欲しい!」はこうしてつくられる マット・ジョンソン 白揚社

675.1 ロシアのチョコレート包み紙 小我野 明子 青幻舎

686.2 地図鉄のすすめ 今尾 恵介 昭文社

689.5 ディズニーキャストざわざわ日記 笠原 一郎 三五館シンシャ

700　芸術・体育

702.1 日本美術の核心 矢島 新 筑摩書房

721.8 歌舞伎江戸百景 藤澤 茜 小学館

723.3 フェルメールの世界 ゲイリー・シュヴァルツ パイインターナショナル

726.1 サブカルチャーを消費する 貞包 英之 玉川大学出版部

726.5 ターシャ・テューダーのイラスト図鑑 ターシャ・テューダー KADOKAWA

726.6 日本の絵本100年100人100冊 広松 由希子 玉川大学出版部

743 身近なものの撮り方辞典100 大村 祐里子 玄光社

755.3 世界を魅了する美しい宝石図鑑 ジュディス・クロエ 創元社

759 古いぬいぐるみのはなし 田村 ふみ湖 産業編集センター
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

762.1 どうしてこうなっちゃったか 藤倉 大 幻冬舎

763.2 老後とピアノ 稲垣 えみ子 ポプラ社

770 清く楽しく美しい推し活 河西 邦剛 東京法令出版

778.2 乙女オバさん 南 果歩 小学館

778.2 映画監督になる方法 曽根 剛 言視舎

782.6 パラアスリート谷真海 切り拓くチカラ 徳原 海 集英社

783.7 全員補欠全員レギュラー 中山 典彦 竹書房

785.2 イントゥ・ザ・プラネット ジル・ハイナース 新潮社

800  語 学

807 ともに生きるために 尾辻 恵美 春風社

809.4 新しいあいさつ・スピーチ文例集 すぴーち工房 法研

816.5 論文の教室 戸田山 和久 NHK出版

817.5 現代文解釈の基礎 遠藤 嘉基 筑摩書房

837.8 英語でお悔やみ申し上げます ジェームス・M.バーダマン ベレ出版

900　文 学

(日本文学)

910 日本文学の見取り図 千葉 一幹 ミネルヴァ書房

910.2ｾﾄｳ #寂聴さん 瀬尾 まなほ 東京新聞

910.2 女性死刑囚の物語 板垣 俊一 新典社

910.2 タイム・スリップ芥川賞 菊池 良 ダイヤモンド社

913.5 図説江戸のエンタメ 小説本の世界 深光 富士男 河出書房新社

913.6ｱｻﾀ 母の待つ里 浅田 次郎 新潮社

913.6ｱｼﾊ 青春デンデケデケデケ 芦原 すなお 作品社

913.6ｲｵｶ 奔流の海 伊岡 瞬 文藝春秋

913.6ｲﾁﾎ 砂嵐に星屑 一穂 ミチ 幻冬舎

913.6ｲﾂｷ 五つの季節に探偵は 逸木 裕 KADOKAWA

913.6ｵｶﾓ 八丁堀強妻物語 岡本 さとる 小学館

913.6ｵｸﾀ 彼方のアイドル 奥田 亜希子 双葉社

913.6ｸﾎ 朱より赤く 窪 美澄 小学館

913.6ｻｶｷ 楽園ジューシー 坂木 司 KADOKAWA

913.6ｻｸﾗ 少女を埋める 桜庭 一樹 文藝春秋

913.6ｼﾝﾄ ろくでなしとひとでなし 新堂 冬樹 幻冬舎

913.6ｾﾐﾀ おんなの女房 蟬田 めぐ実 KADOKAWA

913.6ﾁﾉ 獅子の寝床 知野 みさき 角川春樹事務所

913.6ﾃﾗﾁ タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地 はるな 文藝春秋

913.6ﾄｳﾊ 0 堂場 瞬一 河出書房新社

913.6ﾅｶﾔ 鑑定人 氏家京太郎 中山 七里 双葉社

913.6ﾅﾂﾊ 連理の宝 夏原 エヰジ 講談社

913.6ﾆｼｷ 恋愛の発酵と腐敗について 錦見 映理子 小学館

913.6ﾆﾚ サンセット・サンライズ 楡 周平 講談社

913.6ﾋｶｼ 怪物 東山 彰良 新潮社

913.6ﾎﾝﾀ アクトレス 誉田 哲也 光文社

913.6ﾐﾔｳ かくして彼女は宴で語る 宮内 悠介 幻冬舎

913.6 ショートショートの宝箱 5 光文社文庫編集部 光文社

914.6ｱｶﾜ ないものねだるな 阿川 佐和子 中央公論新社

914.6ｷｼﾓ 50代ひとり暮らし小さく、気持ちよく 岸本 葉子 ミスター・パートナー

914.6ｾﾄｳ その日まで 瀬戸内 寂聴 講談社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

914.6ﾉｳﾏ 皆様、関係者の皆様 能町 みね子 文藝春秋

914.6ﾔﾅｾ ボクと、正義と、アンパンマン やなせ たかし PHPエディターズ・グループ

915.6ｲｼﾕ 読んで、旅する。 伊集院 静 小学館

916ｱｻｲ 目の見えない私が「真っ白な世界」で見つけたこと 浅井 純子 KADOKAWA

（外国文学）

923.7 繁花 上・下 金 宇澄 早川書房

933.7ｶﾂｽ 悪魔の海の荒波を越えよ 上・下 クライブ・カッスラー 扶桑社

933.7ｸﾛﾆ レニーとマーゴで100歳 マリアンヌ・クローニン 新潮社

933.7ﾄｼ 母を燃やす アヴニ・ドーシ 早川書房

933.7ﾍｲｸ ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ ハーパーコリンズ・ジャパン

934.7ｵｳｴ 全体主義の誘惑 ジョージ・オーウェル 中央公論新社

934.7ﾎﾙ 死ぬより老いるのが心配だ ドナルド・ホール 辰巳出版

953.7 異常 エルヴェ・ル・テリエ 早川書房

991.2 ギリシア悲劇入門 丹下 和彦 未知谷

【参考図書】

027 図書館のためのバリアフリー資料目録 野口 武悟 日外アソシエーツ

280.3 同姓異読み人名辞典 日外アソシエーツ株式会社 日外アソシエーツ

351 統計でみる日本 2022 日本統計協会 日本統計協会

(郷土資料)

K314 流山市議会会議録 令和3年12月 流山市議会事務局 流山市議会

K318 流山市都市計画マスタープラン   令和2年4月 流山市都市計画課 流山市

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4年度

流山市財政調整課

K370 千葉県教育便覧 令和3年度 千葉県教育政策課 ハシダテ

K481 干潟ウォッチング 市川市 誠文堂新光社

K588 【マンガ】流山みりん物語 ノグチ ノブコ

【児童図書】

007 つくって遊べるプログラミング 中川 一史 学研プラス

019 みんなで図書館活動この本、おすすめします! 1 『この本、おすすめします!』編集委員会 汐文社

159 生きのびるための「失敗」入門 雨宮 処凛 河出書房新社

159 もっと生きかたルールブック 齋藤 孝 日本図書センター

281 お札になった21人の偉人なるほどヒストリー 河合 敦 あすなろ書房

289ｴﾘ 女王さまのワードローブ ジュリア・ゴールディング BL出版

289ﾏｷ 牧野富太郎 横山 充男 くもん出版

317 かっこいいなしょうぼうし ひさかたチャイルド

329 国連ファミリー・パーフェクトガイド 稲葉 茂勝 新日本出版社

333 親子で学ぶSDGs 岩附 由香 扶桑社

366 わたしらしくCジャンプ! 赤羽 じゅんこ 講談社

369 ひとりでがんばらない! 藤田 孝典 クレヨンハウス

376 中学校ってどんなとこ? 升野 伸子 世界文化ブックス

407 わくわく自由研究 5年生 辻 健 国土社

431 はじめてのせかいでいちばんうつくしいげんそずかん セオドア・グレイ 創元社

440 宇宙の果てへ はば なおゆき 小峰書店

468 生物がすむ果てはどこだ? 諸野 祐樹 くもん出版

489 カワネズミを見てみたい! 森本 祈恵 くもん出版

502 おいしいごはんとあまいコーヒー 片川 優子 講談社

519 みんなで地球をまもる ベン・ホアー 亜紀書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

611 走れトラック、ねがいをのせて! 森埜 こみち 講談社

611 食品ロス「もったいない」をみんなで考える 1 あかね書房

653 ふしぎの森のふしぎ ヤン・パウル・スクッテン 化学同人

721 歌川広重 山下 裕二 ほるぷ出版

750 ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう いしかわ まりこ 汐文社

764 吹奏楽部のトリセツ! 松元 宏康 学研プラス

913ｶﾝ さかさまがっこう 苅田 澄子 文溪堂

913ｷﾀ クーちゃんとぎんがみちゃん 北川 佳奈 岩崎書店

913ｺﾃ ねこの町の小学校 小手鞠 るい 講談社

913ﾀｶ コロキパラン たかどの ほうこ のら書店

913ﾀﾙ まよなかのサイクリング たるいし まこ あかね書房

913ﾅﾙ この空のずっとずっと向こう 鳴海 風 ポプラ社

913ﾏﾂ 保健室経由、かねやま本館。 4 松素 めぐり 講談社

913ﾏﾊ かがやき子ども病院トレジャーハンター まはら 三桃 講談社

913ﾔｽ ほじょりん工場のすまこちゃん 安井 寿磨子 福音館書店

913 君色パレット 戸森 しるこ他 岩崎書店

933ﾌﾙ シリアからきたバレリーナ キャサリン・ブルートン 偕成社

933ﾎﾙ 火星のライオン ジェニファー・L.ホルム ほるぷ出版

933ﾔﾝ わたしのアメリカンドリーム ケリー・ヤン 講談社

933ﾛﾂ 彼の名はウォルター エミリー・ロッダ あすなろ書房

933 小さな手 金原 瑞人 岩波書店

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｲ かくれんぼべんとう 相野谷 由起 ひさかたチャイルド

Eｱｽ わたしがテピンギー あずみ虫 偕成社

Eｱﾂ あけてあけて accototo みらいパブリッシング

Eｲｶ ヤマネコとアザラシちょうさだん 五十嵐 美和子 PHP研究所

Eｲｼ あぶないときはいやです、だめです、いきません 石塚 ワカメ 岩崎書店

Eｲﾉ ちからもちのおかね 伊野 孝行 偕成社

Eｵｵ ショートケーキになにのせる? おおの こうへい PHP研究所

Eｶﾘ ナイチンゲールのうた ローラ・カーリン BL出版

Eｻｲ あなのなかから… さいとう しのぶ あすなろ書房

Eｻﾜ かいじゅうたくはいびん 澤野 秋文 講談社

Eｼﾊ ぱなしくん 柴田 ケイコ PHP研究所

Eｾｷ 北極点 関屋 敏隆 ポプラ社

Eﾀｹ ジロッ たけがみ たえ 絵本館

Eﾀﾅ ねこいる! たなか ひかる ポプラ社

Eﾅｼ シェルパのポルパ 火星の山にのぼる 梨木 羊 岩波書店

Eﾊｸ 野ばらの村のひみつのへや ジル・バークレム 出版ワークス

Eﾊﾔ こんとごん 早川 純子 福音館書店

Eﾊﾘ カイマンのクロ ラモン・パリス 福音館書店

Eﾌｸ ひなまつりセブン ふくだ いわお 世界文化ワンダークリエイト

Eﾌﾗ へそまがりねこマックス ソフィー・ブラッコール 光村教育図書

Eﾌﾘ ずんずんばたばたおるすばん 降矢 なな 福音館書店

Eﾎﾗ こぐまのともだちはどこ? ペトル・ホラチェック あすなろ書房

Eﾐﾅ はなになりました 南塚 直子 童心社

Eﾒｲ ここがわたしのねるところ サリー・メイバー 福音館書店
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