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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

002 人文学のレッスン 小森 謙一郎 水声社

007.3 IT担当者のためのテレワーク時代のセキュリティ対策 橋本 和則 翔泳社

007.6 疲れないパソコン仕事大全 大林 ひろこ 技術評論社

007.6 図形と数の並びで学ぶプログラミング基礎 竹中 要一 技術評論社

010.1 図書館の原則 アメリカ図書館協会 日本図書館協会

019.1 読書とは何か 三中 信宏 河出書房新社

019.5 これだけは読んでおきたいすてきな絵本100 木村 美幸 風鳴舎

019.9 <自分>を知りたい君たちへ 養老 孟司 毎日新聞出版

024.02 ブックセラーの歴史 ジャン=イヴ・モリエ 原書房

100　哲 学

102 世界を変えた150の哲学の本 アダム・フェルナー 創元社

123.1 楽しくまなぶ『易経』 梶川 敦子 青弓社

134.9 ウィトゲンシュタイン『哲学探究』という戦い 野矢 茂樹 岩波書店

141.5 なぜ、いま思考力が必要なのか? 池上 彰 講談社

141.7 定年後の遊び方 赤井 誠生 毎日新聞出版

150.4 半径3メートルの倫理 オギリマ サホ 産業編集センター

159 なぜあの人は愉快なのか? 飯田 ヤスヒサ あさ出版

164.3 世界の見方が変わるギリシア・ローマ神話 庄子 大亮 河出書房新社

188.4 あなたの心に青空を 瀬戸内 寂聴 光文社

200　歴史・地理

202.5 水中考古学 佐々木 ランディ エクスナレッジ

203.2 世界史年表・地図 亀井 高孝 吉川弘文館

209
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書
宗教編

山崎 圭一 SBクリエイティブ

209.7 第二次世界大戦とは何だったのか 渡辺 惣樹 PHP研究所

210.03 日本史年表・地図 児玉 幸多 吉川弘文館

210.3 知るほど不思議な平安時代 上・下 繁田 信一 教育評論社

225.02 インダス文明 上杉 彰紀 雄山閣

232.8 テルマエと浮世風呂 本村 凌二 NHK出版

239.5 一冊でわかるギリシャ史 長谷川 岳男 河出書房新社

280.4 天才の習慣 ライブ カンゼン

289.1ｵｶﾀ
難民に希望の光を
真の国際人緒方貞子の生き方

中村 恵 平凡社

No.264（2022年4月号） 2022.3.1～2022.3.31 受入図書の一部を掲載

- 1 -



 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

289.1ﾐﾅﾓ 源為朝伝説 藤井 勝彦 天夢人

289.1ﾒﾝﾀ 生き直す 高峰 武 弦書房

289.3ｽﾐｽ アダム・スミス共感の経済学 ジェシー・ノーマン 早川書房

290.9 意地でも旅するフィンランド 芹澤 桂 幻冬舎

291.09 クルマでふらりと道の駅 浅井 佑一 雷鳥社

291.3 るるぶこどもとあそぼ!首都圏 '23 JTBパブリッシング

300　社会科学

311.2 マキアヴェッリの独創性 バーリン 岩波書店

312.9 13歳からの地政学 田中 孝幸 東洋経済新報社

316.8 あなたのルーツを教えて下さい 安田 菜津紀 左右社

318 自分で始めた人たち 宇野 重規 大和書房

329.2 外交官になるには 飯島 一孝 ぺりかん社

332.1 日本が先進国から脱落する日 野口 悠紀雄 プレジデント社

336.2 エフォートレス思考 グレッグ・マキューン かんき出版

336.4 どこでも成果を出す技術 沢渡 あまね 技術評論社

338 教養としての「金融&ファイナンス」大全 野崎 浩成 日本実業出版社

345.5
家族に迷惑をかけないために
今、自分でやっておきたい相続対策

堀口 敦史 同文舘出版

367.1 これからの時代を生きるあなたへ 上野 千鶴子 主婦の友社

368.6 告発と呼ばれるものの周辺で 小川 たまか 亜紀書房

369.2 安心・快適高齢者施設ガイド 2022 日本経済新聞出版 日経BP日本経済新聞出版本部

369.3 最期の声 山川 徹 KADOKAWA

372 コロナ禍に世界の学校はどう向き合ったのか 園山 大祐 東洋館出版社

373.7 「使い捨てられる教師たち」の知られざる実態 佐藤 明彦 時事通信出版局

383.8 昆虫食スタディーズ 水野 壮 化学同人

385.6
すぐに役立つ知っておきたい!
最新身内が亡くなったときの届出と法律手続き

武田 守 三修社

388.1 狙われた身体 安井 眞奈美 平凡社

400　自然科学

401 カルロ・ロヴェッリの科学とは何か カルロ・ロヴェッリ 河出書房新社

404ｸﾚﾂ 科学法則大全 ブライアン・クレッグ 化学同人

411.3
高校レベルからはじめる!
やさしくわかる線形代数

ノマド・ワークス ナツメ社

440 宇宙のすべて ニュートンプレス

449.1 世界を変えた12の時計 デイヴィッド・ルーニー 河出書房新社

465.8 感染症時代の新教養「ウイルス」入門 川口 寧 実務教育出版

469.2 人類の起源 篠田 謙一 中央公論新社

471.9 禁断の植物園 船山 信次 山と溪谷社

488.9 にっぽんツバメ紀行 宮本 桂 カンゼン

490.4 すばらしい人体 山本 健人 ダイヤモンド社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

493.7
身近な人が脳梗塞・脳出血に
なったときの介護と対策

鈩 裕和 自由国民社

498.3 はたらく女性のためのボディワーク 原田 奈名子 農山漁村文化協会

498.5 医者が考案した老けないたんぱく質ごはん 白澤 卓二 宝島社

500　工学・家庭

510.9 いいね!建設産業本当の魅力 建設未来研究会 日経BP

519 地球の限界 オーウェン・ガフニー 河出書房新社

521.8 NHK8K国宝へようこそ 姫路城 NHK「国宝へようこそ」制作班 NHK出版

527.1 最高にステキな間取りの図鑑 ザ・ハウス エクスナレッジ

538.9
はやぶさ2のプロジェクトマネジャーは
なぜ「無駄」を大切にしたのか?

津田 雄一 朝日新聞出版

548.2 今すぐ使えるかんたん自作パソコン リンクアップ 技術評論社

581.7 鍛冶屋 炎の仕事人 田中 康弘 山と溪谷社

588.4 ソーダと炭酸水の歴史 ジュディス・レヴィン 原書房

590.4 60歳からのほどよい暮らし 石黒 智子 PHPエディターズ・グループ

593.3 18世紀のドレスメイキング ローレン・ストーウェル ホビージャパン

595.4 50歳からの髪と頭皮のお悩みQ&A MAYUMI 徳間書店

596ﾋｸﾁ ぼくのおいしいは3でつくる 樋口 直哉 辰巳出版

596ﾋﾗﾉ おいしい子育て 平野 レミ ポプラ社

596ﾏｴﾀ ロジカル電子レンジ調理 前田 量子 主婦の友社

596.04 91歳。一歩一歩、また一歩。必ず頂上に辿り着く 道場 六三郎 KADOKAWA

596.3 日本一バズる農家の健康ブロッコリーレシピ 安井ファーム KADOKAWA

596.4 冷凍つくりおきで毎日すぐでき弁当 平岡 淳子 家の光協会

600　産 業

611.1 新しい地域をつくる 小田切 徳美 岩波書店

626.9 プロに教わる野菜の収穫・保存・加工の技とコツ やさい畑ファーマーズ倶楽部 家の光協会

645.6 「困った行動」がなくなる犬のこころの処方箋 村田 香織 青春出版社

645.7 私みたいな者に飼われて猫は幸せなんだろうか? 能町 みね子 東京ニュース通信社

646.1 ふぞろいなキューリと地上の卵 駒井 一慶 寿郎社

657.8 きくらげの逆襲 日本のきくらげ普及推進協議会 毎日新聞出版

673.9 小さなカフェのはじめ方 Business Train 河出書房新社

674.3 選ばれるデザイナーへの道 上司ニシグチ ソシム

689 「無理しない」観光 福井 一喜 ミネルヴァ書房

700　芸術・体育

723.3 愛のぬけがら エドヴァルド・ムンク 幻冬舎

726.5 手帳&ノートのミニイラストの描き方 しろくまななみん ワニブックス

756.6 日本刀が見た日本史 「刀剣ファン」編集部 天夢人

761.1 音楽する脳 大黒 達也 朝日新聞出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

779.1 明治維新と噺家たち 柏木 新 本の泉社

779.9 言葉の花束 サヘル・ローズ 講談社

783.4 自分を信じる力 福岡 堅樹 講談社

788.1 関取になれなかった男たち 佐々木 一郎 ベースボール・マガジン社

789.8 実践!忍術の手引き 山田 雄司 BABジャパン

800  語 学

801.9 ろう者と聴者の懸け橋に 鈴木 隆子 大月書店

809.5 聞き出す力 近藤 勝重 幻冬舎

816.5 超図解レポート・論文術 石井 一成 日本文芸社

829.1 これからはじめる韓国語入門 趙 義成 NHK出版

837 天声人語 2021冬 朝日新聞論説委員室 原書房

837.8 英語のおさらい 嬉野 克也 自由国民社

900　文 学

(日本文学)

901.3 サスペンス小説の書き方 パトリシア・ハイスミス フィルムアート社

904 『その他の外国文学』の翻訳者 白水社編集部 白水社

910.2ﾊﾑﾛ 洛中洛外をゆく 葉室 麟 KADOKAWA

911.6 いちばんやさしい作詞入門 中村 隆道 メイツユニバーサルコンテンツ

913.6ｱｻﾋ ななみの海 朝比奈 あすか 双葉社

913.6ｲﾄｳ ピンク色なんかこわくない 伊藤 朱里 新潮社

913.6ｲﾜｲ 「タ」は夜明けの空を飛んだ 岩井 三四二 集英社

913.6ｵｵﾀ クラウドの城 大谷 睦 光文社

913.6ｶｸﾀ タラント 角田 光代 中央公論新社

913.6ｺﾝﾄ シャルロットのアルバイト 近藤 史恵 光文社

913.6ｼﾛﾔ 看守の信念 城山 真一 宝島社

913.6ｿﾉ 人生の決算書 曽野 綾子 文藝春秋

913.6ﾀｶﾀ あきない世傳金と銀 12 高田 郁 角川春樹事務所

913.6ﾂｼﾑ レジェンドアニメ! 辻村 深月 マガジンハウス

913.6ﾌｸﾀ 繭の季節が始まる 福田 和代 光文社

913.6ﾌｼｵ 空にピース 藤岡 陽子 幻冬舎

913.6ﾐﾔｽ うちら、まだ終わってないし 宮津 大蔵 祥伝社

913.6ﾐﾔﾆ 彼女の背中を押したのは 宮西 真冬 KADOKAWA

913.6ﾕｽｷ らんたん 柚木 麻子 小学館

914.6ｲﾂｷ 捨てない生きかた 五木 寛之 マガジンハウス

914.6ｺｲｹ 月夜の森の梟 小池 真理子 朝日新聞出版

914.6ｻｶｲ うまれることば、しぬことば 酒井 順子 集英社

914.6ﾀｶﾊ これは、アレだな 高橋 源一郎 毎日新聞出版

914.6ﾏﾂｵ 違和感ワンダーランド 松尾 貴史 毎日新聞出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

916ｺﾝﾉ 工学部ヒラノ教授と最後の学生たち 今野 浩 青土社

（外国文学）

923.7 君の心に刻んだ名前 湛 藍 幻冬舎

933.7ｼﾕﾜ アディ・ラルーの誰も知らない人生 上・下 V.E.シュワブ 早川書房

933.7ﾁﾔ あのこは美人 フランシス・チャ 早川書房

933.7ﾄｸﾚ 旅の問いかけ ミシェル・ド・クレッツァー 現代企画室

933.7ﾏﾂｷ レイン・ドッグズ エイドリアン・マッキンティ 早川書房

950.2 マルグリット・デュラスの食卓 マルグリット・デュラス 悠書館

973 読書セラピスト ファビオ・スタッシ 東京創元社

991.7 夜ふけに読みたいはじまりのイソップ物語 イソップ 平凡社

【参考図書】

010.5 日本の図書館 2021 日本図書館協会 日本図書館協会

(郷土資料)

K211 流山運動公園周辺地区埋蔵文化財調査報告書７ 千葉県教育委員会 千葉県教育委員会

K211 流山市史研究 第２４号 流山市立博物館 流山市教育委員会

K291 ことりっぷ 流山本町 ２０２２ 流山市

K291 守ろう!みんなの東北 3 青木 健生 マイクロマガジン社

K367 千葉県男女共同参画白書 令和３年度 千葉県男女共同参画課 千葉県男女共同参画課

K681 流山市地域公共交通計画 流山市まちづくり推進課 流山市

K901 おばけばけ(２０２２) 創作童話かざぐるま

【児童図書】

007 10代と考える「スマホ」 竹内 和雄 岩波書店

210 シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験 第5巻 村山 士郎 新日本出版社

316 明日香さんは負けない 福田 隆浩 講談社

333 シオンの花言葉 濱野 京子 講談社

448 デジタル社会の地図の読み方作り方 若林 芳樹 筑摩書房

481 ほねほねアニマルボーン アンナ・クレイボーン 化学同人

504 ものづくりを学ぼう! 教育画劇

519 はじめての脱炭素 すなだ ゆか 小峰書店

611 食品ロス「もったいない」をみんなで考える 3 あかね書房

619 すがたをかえるたべものしゃしんえほん 16 宮崎 祥子 岩崎書店

754 はじめてのおり紙ヒコーキ 戸田 拓夫 いかだ社

781 おにごっこ 伝承遊びを伝える会 文溪堂

834 英語ことば図鑑5000 アレン玉井光江 小学館

913ｲﾄ 1ねん1くみの女王さま 2 いとう みく 学研プラス

913ｸｽ ぼくらは少年鑑定団! くすのき しげのり 講談社

913ﾋｺ レッツもよみます ひこ・田中 講談社

913 涙と笑いのミステリー 宮部 みゆき他 汐文社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

933ﾃｲ ぼくたちのスープ運動 ベン・デイヴィス 評論社

933ﾏｺ 荒野にヒバリをさがして アンソニー・マゴーワン 徳間書店

933ﾜｲ 幸せな王子 オスカー・ワイルド 理論社

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｵ はるいちばん 青山 友美 講談社

Eｱﾝ どすこいすしずもう イクラまるのひみつ アン マサコ 講談社

Eｲﾓ いたずらぎつね いもと ようこ 金の星社

Eｳｴ 花をさかせたがらない小さなキャベツ うえの あお 偕成社

Eｵｸ サクラ おくやま ひさし ほるぷ出版

Eｶﾗ マーヤのさるたいじ 唐木 みゆ 偕成社

Eｻﾂ なかよしの犬はどこ? エミリー・サットン 徳間書店

Eｽｽ 大ピンチずかん 鈴木 のりたけ 小学館

Eﾀｲ 出動せよ!世界の緊急車両図鑑 サイモン・タイラー あすなろ書房

Eﾀｶ ようかいむらのふしぎとしょかん たかい よしかず 国土社

Eﾁｶ くらべるえほん たべもの ちかつ たけお 学研プラス

Eﾅｶ スープとあめだま 中田 いくみ 岩崎書店

Eﾊﾀ まいごのモリーとわにのかばん はた こうしろう 童心社

Eﾊﾏ どうしよう 浜田 桂子 理論社

Eﾋﾛ 妖怪横丁大運動会 広瀬 克也 絵本館

Eﾏｼ りぼんちょうだい ましま せつこ こぐま社
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