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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　他 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

007.1 図解まるわかりAIのしくみ 三津村 直貴 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

010.1 図書館の原則 アメリカ図書館協会 日本図書館協会

019.04 かれが最後に書いた本 津野 海太郎 新潮社

023.06 新宿書房往来記 村山 恒夫 港の人

070.2 オッサンの壁 佐藤 千矢子 講談社

070.4 ベリングキャット エリオット・ヒギンズ 筑摩書房

100　哲 学

104 希望とは何か テリー・イーグルトン 岩波書店

118 スマートな悪 戸谷 洋志 講談社

135.5 現代思想入門 千葉 雅也 講談社

141.6 共感の正体 山竹 伸二 河出書房新社

159 お金に困らない人が学んでいること 岡崎 かつひろ すばる舎

159.7 80歳の壁 和田 秀樹 幻冬舎

172 図解身近にあふれる「神社と神様」が3時間でわかる本 後藤 泰弘 明日香出版社

188.8 「前向きに生きる」ことに疲れたら読む本 南 直哉 アスコム

200　歴史・地理

204 世界史を変えた40の謎 上・中・下 ジャン=クリスティアン・プティフィス 原書房

209 漫画サピエンス全史 文明の正体編 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

210.2 縄文人も恋をする!? 山田 康弘 ビジネス社

210.6 <記憶の継承>ミュージアムガイド 皓星社編集部 皓星社

210.75 太平洋の試練 レイテから終戦まで 上・下 イアン・トール 文藝春秋

222.04 古代中国の日常生活 荘 奕傑 原書房

238.05 ナイチンゲールはなぜ戦地クリミアに赴いたのか 玉井 史絵 日本看護協会出版会

283.8 国境を超えたウクライナ人 オリガ・ホメンコ 群像社

288.4 天皇家の恋愛 森 暢平 中央公論新社

289.1ｽｷﾊ 命のビザ 評伝・杉原千畝 白石 仁章 ミネルヴァ書房

289.3ｸｳｴ 薬草ハンター、世界をゆく カサンドラ・リア・クウェイヴ 原書房

290.3 日本・世界地図帳 2022-2023年版 朝日新聞出版

290.9 地球の果ての歩き方 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291.3 るるぶ東京 '23 JTBパブリッシング

291.3 るるぶ台湾in TOKYO JTBパブリッシング

291.3 東京DEEPタイムスリップ1984～2022 善本 喜一郎 河出書房新社

291.3 日帰りハイク関東 [2022] JTBパブリッシング

293.09 いま見ておきたい!ヨーロッパの絶景151Spo JTBパブリッシング

No.265（2022年5月号） 2022.4.1～2022.4.30 受入図書の一部を掲載
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　他 出  版  社

300　社会科学

302.1 日本でわたしも考えた パーラヴィ・アイヤール 白水社

304ｱﾏﾐ 祝祭の陰で2020-2021 雨宮 処凛 岩波書店

304ﾜﾀ 頭のよさとは何か 和田 秀樹 プレジデント社

304 親ガチャという病 池田 清彦 宝島社

313.6 令和から共和へ 堀内 哲 同時代社

318.6 「集落の教科書」のつくり方 田畑 昇悟 農山漁村文化協会

320 大学生が知っておきたい生活のなかの法律 細川 幸一 慶應義塾大学出版会

320.7 法情報の調べ方入門 ロー・ライブラリアン研究会 日本図書館協会

329.2 外交官になるには 飯島 一孝 ぺりかん社

331 ゼロからわかる知らないと損する行動経済学 ポーポー・ポロダクション 日本文芸社

334.4 厨房で見る夢 ビゼイ・ゲワリ 上智大学出版

336.1 「フェルミ推定」から始まる問題解決の技術 高松 智史 ソシム

336.4
働きやすい職場を作る
「パワハラ」管理職の行動変容と再スタート

樋口 ユミ 第一法規

338.1 お金が増える「ゆる投資」デビュー さぶ KADOKAWA

349.4 図解よくわかる自治体予算のしくみ 定野 司 学陽書房

361.8 大衆の狂気 ダグラス・マレー 徳間書店

365.3 実家の空き家問題を解決する! 主婦の友社 主婦の友社

366.2 中高年男性の働き方の未来 小島 明子 金融財政事情研究会

366.8 五色のメビウス 信濃毎日新聞社 明石書店

367.3 母親になって後悔してる オルナ・ドーナト 新潮社

368.6 死体とFBI ジョー・シャーキー 早川書房

369.2 デザインと障害が出会うとき Graham Pullin オライリー・ジャパン

369.3 いざ!に備える遊びで防災体験BOOK 神谷 明宏 いかだ社

371.4 先生、どうか皆の前でほめないで下さい 金間 大介 東洋経済新報社

376.1 0.1.2歳児育ちによりそう手作りおもちゃ70 あそびとおもちゃラボシーグラス 学研教育みらい

376.8 君はどの大学を選ぶべきか 2023 大学通信

378.8 拝啓、アスペルガー先生 奥田 健次 飛鳥新社

379.2 よくわかる公民館のしごと 全国公民館連合会 第一法規

379.9 一生使える国語力 山口 謠司 笠間書院

379.9 こどもスマホルール 竹内 和雄 時事通信出版局

380.1 柳田國男先生随行記 今野 圓輔 河出書房新社

383.8 史料でみる和菓子とくらし 今村 規子 淡交社

383.8 昆虫食の歴史 ジーナ・ルイーズ・ハンター 原書房

388.8 ことわざ・格言・箴言 アリス・オニール 創元社

400　自然科学

404ｴﾝｹ 科学で解き明かす禁断の世界   エリカ・エンゲルハウプト 日経ナショナルジオグラフィック社

410 わかりやすく教える小学校6年間の算数 小澤 淳 ナツメ社

417.1 世の中は奇跡であふれている 鳥越 規央 WAVE出版

421.3 シュレーディンガー方程式 ダニエル・フライシュ 岩波書店

440 オウムアムアは地球人を見たか? アヴィ・ローブ 早川書房

451 教養としての気象と天気 金子 大輔 WAVE出版

463 ゼロからわかる人体と細胞 ニュートンプレス
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　他 出  版  社

468 人新世の科学 オズワルド・シュミッツ 岩波書店

480.9 いきもの六法 中島 慶二 山と溪谷社

481.1 あなたの知らない心臓の話 ビル・シャット 原書房

486.04 昆虫の惑星 アンヌ・スヴェルトルップ=ティーゲソン 辰巳出版

488.03 身近な野鳥の観察図鑑 高野 丈 ナツメ社

489.5 パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち 朝日新聞出版

491.3 死の医学 駒ケ嶺 朋子 集英社インターナショナル

493.1 大人の食物アレルギー 福冨 友馬 集英社

493.7
認知症の人を元気にする
言葉かけ・不安にさせる言葉かけ

尾渡 順子 中央法規出版

498 地図とデータで見る健康の世界ハンドブック ジェラール・サレム 原書房

498.3 史上最高のストレッチ 野上 鉄夫 新星出版社

498.3 「一生介護されない体」になる医者の習慣57 山岸 昌一 双葉社

498.5 食べる筋トレ。 谷川 俊平 かんき出版

498.8 働く人のためのメンタルヘルス術 尾林 誉史 あさ出版

500　工学・家庭

510.9 土木技術者になるには 三上 美絵 ぺりかん社

519 みんなで考える脱炭素社会 松尾 博文 日経BP日本経済新聞出版本部

521.8 奈良で学ぶ寺院建築入門 海野 聡 集英社

527
生きづらさを抱える子の
生きる力を育む住まいとリフォーム

窪寺 伸浩 あさ出版

538.9 はやぶさと日本人 永山 悦子 毎日新聞出版

558.04 海はだれのものか 秋道 智彌 西日本出版社

589.2 リセット!仕事服 松 はじめ 技術評論社

590 あした死んでもいい身辺整理 ごんおばちゃま 興陽館

590.4 手放す練習 ミニマリストしぶ KADOKAWA

591 超図解お金再入門 伊藤 亮太 PHP研究所

594 スキル0でも一目でわかるソーイング大全 オルソン恵子 KADOKAWA

595 部位別全身スキンケア大全 尾崎 由美 成美堂出版

596ｱｻﾋ
上沼恵美子のおしゃべりクッキング
永久保存版BESTおかず

ABCテレビ ワン・パブリッシング

596ｵｵﾊ おいしい家庭料理の作り方 大庭 英子 学研プラス

596.04 土井善晴 平凡社

596.3 りえさんの365日のお漬け物 大島 りえ 主婦の友社

596.6 THEフルーツストック 藤野 貴子 学研プラス

599 12か月が楽しい!子どもの季節あそび HoiClue 朝日新聞出版

600　産 業

612.1 「やりがい搾取」の農業論 野口 憲一 新潮社

626.9 プランターで楽しむおうちで野菜づくり オザキフラワーパーク 池田書店

645.6 犬のいる暮らし 丸田 香緒里 池田書店

645.7 保護猫の育て方 ハンナ・ショー エクスナレッジ

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

673.3 コールセンターもしもし日記 吉川 徹 三五館シンシャ

681.3 誰も加害者を裁けない 広瀬 一隆 晃洋書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　他 出  版  社

700　芸術・体育

702.06 世界をゆるがしたアート スージー・ホッジ 青幻舎インターナショナル

726.1 少女漫画家「家」の履歴書 週刊文春 文藝春秋

727.8 ハンドレタリングの見本帖 KADOKAWAライフスタイル編集部 KADOKAWA

757.02 マイ・ファースト・リチ 青幻舎編集部 青幻舎

762.1 小澤征爾、兄弟と語る 小澤 俊夫 岩波書店

772.1 50歳を過ぎたら高田純次のように生きよう 高田 純次 主婦の友社

780.7 長寿の体幹トレーニング 澤木 一貴 大和書房

782.6 はじめてのトライアスロン 倉阪 鬼一郎 幻冬舎

783.7 砂まみれの名将 加藤 弘士 新潮社

786 焚き火と道具 猪野 正哉 山と溪谷社

786.5 自転車キャンプ大全 田村 浩 技術評論社

791.2 茶と日本人 佃 一輝 世界文化社

800  語 学

801.9 やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹 ナツメ社

809.6 30分ファシリテーション 前田 鎌利 池田書店

814.7 大人の語彙力「時事教養」大全 齋藤 孝 KADOKAWA

816 文章がフツーにうまくなるとっておきのことば術 関根 健一 大修館書店

825 NHK出版これならわかる中国語文法 丸尾 誠 NHK出版

900　文 学

(日本文学)

910.2ﾑﾗｶ 村上春樹とフィクショナルなもの 芳川 泰久 幻戯書房

911.3 夏井いつき、俳句を旅する 夏井 いつき 悟空出版

913.6ｱｻﾉ 彼女が知らない隣人たち あさの あつこ KADOKAWA

913.6ｱﾏﾈ 陽だまりに至る病 天祢 涼 文藝春秋

913.6ｲｼﾀ 心心 石田 衣良 KADOKAWA

913.6ｳｴﾏ 会津の義 植松 三十里 集英社

913.6ｵﾀ 残月記 小田 雅久仁 双葉社

913.6ｷﾀｶ チンギス紀 13 北方 謙三 集英社

913.6ｷﾘﾉ 燕は戻ってこない 桐野 夏生 集英社

913.6ｻﾄｳ 喜べ、幸いなる魂よ 佐藤 亜紀 KADOKAWA

913.6ｼｵﾀ 朱色の化身 塩田 武士 講談社

913.6ｼﾝｶ 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立 宝島社

913.6ｾｵ 夏の体温 瀬尾 まいこ 双葉社

913.6ﾅｶﾔ 人面島 中山 七里 小学館

913.6ﾇｶｶ 弊社は買収されました! 額賀 澪 実業之日本社

913.6ﾊﾀｹ 本所おけら長屋 18 畠山 健二 PHP研究所

913.6ﾌｼﾜ 菜の花の道 藤原 緋沙子 KADOKAWA

913.6ﾏﾂｳ 無月の譜 松浦 寿輝 毎日新聞出版

913.6ﾑﾗｷ 阿茶 村木 嵐 幻冬舎

913.6ﾔﾏﾓ 花屋さんが言うことには 山本 幸久 ポプラ社

913.6ﾕｽｷ チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子 KADOKAWA

913.6 わかれ 細谷 正充ほか 朝日新聞出版

914.6ｲｼﾕ 大人の流儀 11 伊集院 静 講談社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　他 出  版  社

914.6ｵﾝﾀ 月曜日は水玉の犬 恩田 陸 筑摩書房

914.6ｻﾝﾉ センス・オブ・何だあ? 三宮 麻由子 福音館書店

914.6ｿﾉ 結局、人生の最後にほしいもの 曽野 綾子 ポプラ社

914.6ﾃﾗﾀ 60代、ひとりで前向きに生きる 寺田 理恵子 さくら舎

914.6ﾊﾔｼ カムカムマリコ 林 真理子 文藝春秋

915.6ｾﾄｳ 寂聴さん最後の手紙 瀬戸内 寂聴 朝日新聞出版

916ﾉﾌﾄ ぼけますから、よろしくお願いします。 信友 直子 新潮社

（外国文学）

929.1 年年歳歳 ファン ジョンウン 河出書房新社

933.7ｱﾝﾀ 永遠の真夜中の都市 チャーリー・ジェーン・アンダーズ 東京創元社

933.7ﾌｷﾔ 災厄の馬 グレッグ・ブキャナン 早川書房

949.8 悪い弁護士は死んだ 上・下 レイフ・GW.ペーション 東京創元社

953.7 編集者とタブレット ポール・フルネル 東京創元社

974 フォンターネ パオロ・コニェッティ 新潮社

【参考図書】

007.3 インターネット白書 2022 インターネット白書編集委員会 インプレスR&D

059 世界年鑑 2022 共同通信社 共同通信社

071 読売新聞縮刷版 2022-2 読売新聞東京本社

320.9 六法全書 令和4年版1・2 佐伯 仁志 有斐閣

350.9 世界の統計 2022 総務省 日本統計協会

376.8 大学受験案内 2023年度用 晶文社 晶文社

(郷土資料)

K019 第２次流山市子どもの読書活動推進計画 流山市教育委員会 流山市教育委員会

K351 流山市統計書 令和３年 流山市総務課 流山市総務課

K369 第４期 流山市地域福祉計画 令和４年度→令和８年度 流山市健康福祉政策室 流山市健康福祉政策室

K373 流山市の教育施策 令和４年度 流山市教育委員会 流山市教育委員会

K519 ちば 環境白書 令和３年版 千葉県環境生活部 千葉県環境生活部

【児童図書】

059 朝日ジュニア学習年鑑 2022 朝日新聞出版

141 10歳からできる自分のあたまで考えること どう解く?制作委員会 ポプラ社

289ｱﾆ ライトニング・メアリ アンシア・シモンズ 岩波書店

289ﾏｴ 前島密 鈴木 悦子 あかね書房

304 これから大人になる君たちへ 池上 彰 KADOKAWA

327 少年のための少年法入門 山下 敏雅 旬報社

335 みんなが知ってる企業のSDGs 蟹江 憲史 ほるぷ出版

338 今から身につける「投資の心得」 八木 陽子 えほんの杜

351 日本のすがた 2022 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

367 「ふつう」って何?性はいろいろ 田代 美江子 金の星社

372 未来のハッピースクール計画! 井上 林子 講談社

375 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください! 河出書房新社 河出書房新社

375 自宅学習の強化書 葉一 フォレスト出版

518 リサイクル・プラネット アンナ・クレイボーン 評論社

576 和ろうそくは、つなぐ 大西 暢夫 アリス館

780 ボランティアたちの物語 日本財団ボランティアセンター 小峰書店
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者　他 出  版  社

781 なわとび 伝承遊びを伝える会 文溪堂

913ｲﾄ つくしちゃんとおねえちゃん いとう みく 福音館書店

913ｳｴ 香君 上・下 上橋 菜穂子 文藝春秋

913ｳｵ だいじょうぶくん 魚住 直子 ポプラ社

913ｶｼ モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉 幸子 小峰書店

913ｶｼ 18枚のポートレイト 柏葉 幸子 理論社

913ｸﾘ あの子のことは、なにも知らない 栗沢 まり ポプラ社

913ｻﾄ スネークダンス 佐藤 まどか 小学館

913ﾄﾐ タヌキの土居くん 富安 陽子 福音館書店

913ﾊﾔ 都会のトム&ソーヤ 19 はやみね かおる 講談社

913ﾋﾛ ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋 玲子 講談社

913ﾔｽ セカイを科学せよ! 安田 夏菜 講談社

913ﾔﾏ 東京タワーに住む少年 山口 理 国土社

933ｽﾛ マンチキンの夏 ホリー・ゴールドバーグ・スローン 小学館

933ﾍﾈ 海を見た日 M.G.ヘネシー 鈴木出版

933ﾎﾊ けんかのたね ラッセル・ホーバン 岩波書店

949ｵﾙ くまのピエール イブ・スパング・オルセン こぐま社

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱﾗ はっぴーなっつ 荒井 良二 ブロンズ新社

Eｲﾘ パンダのんびりたいそう いりやま さとし 講談社

Eｳｲ アフガニスタンのひみつの学校 ジャネット・ウィンター さ・え・ら書房

Eｴｶ あかちゃんといっしょ えがしら みちこ 白泉社

Eｵｵ ありんこトロッコ おおい じゅんこ アリス館

Eｶﾏ いるいる!みずべのいきもの 鎌田 歩 教育画劇

Eｸﾆ おうちりくじょうグランプリ 国松 エリカ 文研出版

Eｻｲ おしりじまん 齋藤 槇 福音館書店

Eｻﾄ のいちごつみ さとう わきこ 福音館書店

Eｼｽ ニッキーとヴィエラ ピーター・シス BL出版

Eｼﾊ なまけていません。 柴田 ケイコ パイインターナショナル

Eｽｽ ぼくのねこ 鈴木 のりたけ PHP研究所

Eﾄﾖ ないしょないしょのももんちゃん とよた かずひこ 童心社

Eﾄﾚ ぬいぐるみきゅうじょたい デイヴィッド・B.ドレイパー 岩崎書店

Eﾅｶ たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや みわ 学研教育みらい

Eﾅﾂ おとがあふれてオムライス 夏目 義一 福音館書店

Eﾊｼ そらいっぱいのこいのぼり 羽尻 利門 世界文化ワンダークリエイト

Eﾌﾘ
えんどうまめばあさんとそらまめじいさんの
いそがしい毎日

降矢 なな 福音館書店

Eﾏﾂ あかちゃんがきた! 松本 春野 アリス館

Eﾑﾗ はやくしなさい! 村上 康成 金の星社

Eﾖｼ ともだち よしむら めぐ 小学館

Eﾖﾈ はるのにわで 米林 宏昌 福音館書店

Eﾚﾝ わたしのかぞくみんなのかぞく チィン・レン あかね書房
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