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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

002 ゆっくり学ぶ 岸見 一郎 集英社クリエイティブ

007.1 ゼロからわかる量子コンピュータ 小林 雅一 講談社

007.3 メタバースがよくわかる本 松村 雄太 秀和システム

007.6 5日でできる!はじめてのスマホスタートブック NHK出版 NHK出版

016.2 本が語ること、語らせること 青木 海青子 夕書房

022.5 本とはたらく 矢萩 多聞 河出書房新社

028.09 部活動にうちこむ 佐藤 理絵 日外アソシエーツ

069.02 ミュージアムグッズのチカラ 2 大澤 夏美 国書刊行会

100　哲 学

104 わかりあえない他者と生きる マルクス・ガブリエル PHP研究所

114.2 存在消滅 高村 友也 青土社

122.04 中国の水の思想 蜂屋 邦夫 法藏館

134.9 ウィトゲンシュタインと言語の限界 ピエール・アド 講談社

135.5 メルロ=ポンティ 加賀野井 秀一 白水社

141.6 感動する、を考える 相良 敦子 鳥影社

145.5 声とともに生きる豊かな人生 マリウス・ローム 解放出版社

146.8 最高の体調をつくる音楽の活用法 ステファン・ケルシュ ヤマハミュージック

159 まだまだ身の下相談にお答えします 上野 千鶴子 朝日新聞出版

159 もっと早く言ってよ。 一田 憲子 扶桑社

159.7 本当の「心の強さ」ってなんだろう? 齋藤 孝 誠文堂新光社

159.7 老いが怖くなくなる本 和田 秀樹 小学館

175.9 世界遺産の神社 神宮館

198.2 インディオの聖像 立花 隆 文藝春秋

200　歴史・地理

201 歴史とは何か E.H.カー 岩波書店

204 歴史思考 深井 龍之介 ダイヤモンド社

209 帝国の崩壊 上・下 鈴木 董 山川出版社

210.3 大化改新 遠山 美都男 中央公論新社

210.6 父から子に伝えたい戦争の歴史 半藤 一利 SBクリエイティブ

210.75
日本はどうして
負けるに決まっている戦争に飛び込んだのか

三浦 由太 郁朋社

234.07 アウシュヴィッツのお針子 ルーシー・アドリントン 河出書房新社

281.04 生きるみちしるべ 文化出版局 文化学園文化出版局

288.4 秋篠宮 江森 敬治 小学館

289.1ｻｲﾄ 斎藤一 京都新選組四番隊組頭 伊東 成郎 河出書房新社

289.1ﾅｶﾑ 君知るや君が身の丈 中村 元子 毎日新聞出版

291.09 ソロキャンプ場ガイド 実業之日本社

291.3 東京の懐かしくて新しい暮らし365日 中川 よしこ 自由国民社

291.6 おひとりからのしずかな京都 柏井 壽 SBクリエイティブ
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

293 スラヴの十字路 嵐田 浩吉 里文出版

295.3 そもそもアメリカってなに? 松岡 完 現代書館

300　社会科学

302.3 ウクライナの夜 マーシ・ショア 慶應義塾大学出版会

304 コロナ後の未来 ユヴァル・ノア・ハラリ 文藝春秋

318.5 日本一バズる公務員 守時 健 扶桑社

319.3 世界の賢人12人が見たウクライナの未来プーチンの運命 クーリエ・ジャポン 講談社

327.1 弁護士のすゝめ 宮島 渉 民事法研究会

335 個人事業の教科書1年生 宇田川 敏正 新星出版社

335.5 西武王国の興亡 大下 英治 さくら舎

336.4 LGBTQの働き方をケアする本 宮川 直己 自由国民社

336.4 新しい生活様式・働き方対応ビジネスマナー100 松原 奈緒美 新日本法規出版

336.4 「見た目」の教科書 乳原 佳代 ダイヤモンド社

345 最新税金の基本と実務 武田 守 三修社

345.5 絶対に知らないとヤバイ!生前贈与の手続きの進め方 柴崎 貴子 彩図社

349.5 住民税非課税制度活用術 太田 哲二 緑風出版

361.4 部下後輩年下との話し方 五百田 達成 ディスカヴァー・トゥエンティワン

361.4 フェイク 中野 信子 小学館

365 18歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基本ルール 消費者教育支援センター 旬報社

367.2 むずかしい女性が変えてきた ヘレン・ルイス みすず書房

367.5 新しい声を聞くぼくたち 河野 真太郎 講談社

368.6 その名を暴け ジョディ・カンター 新潮社

368.6 死刑になりたくて、他人を殺しました インベ カヲリ★ イースト・プレス

369.2 障害者たちの太平洋戦争 林 雅行 風媒社

369.2 世界を手で見る、耳で見る 堀越 喜晴 毎日新聞出版

374.3 わいせつ教員の闇 読売新聞取材班 中央公論新社

376.1 とことんエノコログサあそび 小松 つよし チャイルド社

378 バトラーさんの贈りもの 百々 佑利子 のら書店

378.8 発達障害の子への言葉かけ事典 大和出版

383.9 江戸で部屋さがし 菊地 ひと美 講談社

388.1 妖怪の誕生 廣田 龍平 青弓社

391.6 至誠の日本インテリジェンス 岡部 伸 ワニブックス

400　自然科学

407 桝太一が聞く科学の伝え方 桝 太一 東京化学同人

421 無とは何か ニュートンプレス

451.8 世界の気候と天気のしくみ 今井 明子 産業編集センター

460.4 身近な生物のきもち 大島 健夫 メイツユニバーサルコンテンツ

471 教養のための植物学 久保山 京子 朝倉書店

486.4 孤独なバッタが群れるとき 前野ウルド浩太郎 光文社

488.5 踊るハシビロコウ 南幅 俊輔 ライブ・パブリッシング

491.3 脳の地図を書き換える デイヴィッド・イーグルマン 早川書房

493.1 最新女子栄養大学栄養クリニックの糖尿病バランスレシピ 女子栄養大学栄養クリニック 西東社

493.7 メランコリーの文化史 谷川 多佳子 講談社

495 365日機嫌のいいカラダでいたい。 及川 夕子 ディスカヴァー・トゥエンティワン

498.1 医療エラーはなぜ起きるのか ダニエル・オーフリ みすず書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

498.3 マスクを外す日のために 和田 秀樹 幻冬舎

498.5 妊娠中のおいしい食事&栄養 杉本 充弘 ナツメ社

500　工学・家庭

517.2 中国の水の物語 蜂屋 邦夫 法藏館

518.8 誰のための排除アート? 五十嵐 太郎 岩波書店

520.4 建築/かたちことば 市原 出 鹿島出版会

520.9 住宅営業マンぺこぺこ日記 屋敷 康蔵 三五館シンシャ

527.1 好きな間取りが絶対見つかる図鑑 園内 せな エクスナレッジ

537.09
自動車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

GB自動車業界研究会 技術評論社

538 飛行機大図鑑 航空科学博物館 ニュートンプレス

548.3 ロボット工学者が考える「嫌なロボット」の作り方 松井 哲也 青土社

549 電子工作の基本を楽しむ本 神田 民太郎 工学社

560 元素のふるさと図鑑 西山 孝 化学同人

575.1 図解でわかるカーボンニュートラル燃料 CN2燃料の普及を考える会 技術評論社

590 自分を休ませる家事 満月 KADOKAWA

590 私らしい暮らしとお金の整え方 柳沢 小実 主婦の友社

593.3 香田あおいの簡単に、きれいに仕上がる服 香田 あおい NHK出版

594
あそべる!まなべる!
フェルトのおままごとと知育おもちゃ

アップルミンツ

594.3 かぎ針編み刺しゅう糸で編むおとぎ話の世界 アップルミンツ

596ｴﾉﾓ ゆる発酵 榎本 美沙 オレンジページ

596ｶｻﾊ 賛否両論笠原将弘 常備菜大事典 笠原 将弘 KADOKAWA

596ﾀｶ 大家族ごはん Mako 成美堂出版

596ﾐｽﾉ スパイスカレーの基本 水野 仁輔 パイインターナショナル

596ﾜｶﾔ おいしいルール 若山 曜子 ディスカヴァー・トゥエンティワン

596.04 一汁一菜でよいと至るまで 土井 善晴 新潮社

596.3 JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部 KADOKAWA

596.3 野菜の酢漬けと展開レシピ 野口 真紀 エムディエヌコーポレーション

596.9 台所図鑑 大木奈 ハル子 大和書房

599.3 365日の幼児食 homeal KADOKAWA

600　産 業

613.5 土を育てる ゲイブ・ブラウン NHK出版

627 植物のきもち 金子 三保子 日東書院本社

627.5 ゼラニウムの文化誌 カシア・ボディ 原書房

645.8 うさぎのほんね 森山 標子 東京書店

646.8 オカメインコとともに 細川 博昭 グラフィック社

666.6 宇宙マグロのすしを食べる 山本 俊政 旬報社

673.9 居酒屋と県民性 太田 和彦 朝日新聞出版

675.1 日本のラベル 三好 一 IBCパブリッシング

675.5 築地市場の人々 山下 倫一 国書刊行会

689.5 思い出のとしまえん 石神井公園ふるさと文化館 文学通信

689.6 最新旅行業界の動向とカラクリがよーくわかる本 中村 恵二 秀和システム

699.6 NHKスペシャル取材班、「デジタルハンター」になる NHKミャンマープロジェクト 講談社

700　芸術・体育

706.9 私を美術館に連れてって 山下 裕二 小学館
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709 美術作品の修復保存入門 宮津 大輔 青幻舎

718 仏像のみかた 大角 修 成美堂出版

724.4 水彩画レッスンノート 田中 己永 日貿出版社

726.5 EDNE junaida 白泉社

727 マークの本 佐藤 卓 紀伊國屋書店

731 版画でオリジナル・グッズを作ろう 阿部出版

746.7 動画の文法 神井 護 技術評論社

751.4 土から土器ができるまで 望月 昭秀 ニルソンデザイン事務所

760 SPレコード入門 毛利 眞人 スタイルノート

762.1 鍵盤の天皇 中丸 美繪 中央公論新社

767.8 「未熟さ」の系譜 周東 美材 新潮社

778.8 鎌倉殿の13人 後編 三谷 幸喜 NHK出版

779.1 生きるために、捨ててみた。 だいた ひかる 幻冬舎

783.4 逆境を楽しむ力 岩出 雅之 日経BP

786.1 山はおそろしい 羽根田 治 幻冬舎

791.04 今日もお稽古日和 はな 淡交社

800  語 学

801.1 音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 川原 繁人 朝日出版社

809.4 言葉のアップデート術 小竹 海広 クロスメディア・パブリッシング

809.6 世界一やさしい会議ファシリテーションの教科書1年生 堀 公俊 ソーテック社

814.4 5文字で四字熟語 すとう けんたろう 講談社

816.5 #卒論修論一口指南 田中 草大 文学通信

837 天声人語 2022春 朝日新聞論説委員室 原書房

860 これからはじめるスペイン語入門 福嶌 教隆 NHK出版

900　文 学

(日本文学)

901.3 小説の読み方 平野 啓一郎 PHP研究所

909.3 絵本のつぎに、なに読もう? 越高 綾乃 かもがわ出版

910.2 平安貴族サバイバル 木村 朗子 笠間書院

911.3
はじめての五七五違いがわかる
「俳句・川柳」上達のポイント

上野 貴子 メイツユニバーサルコンテンツ

911.36 猫は髭から眠るもの 堀本 裕樹 幻冬舎

911.58 金子みすゞ詩集 金子 みすゞ 角川春樹事務所

913.6ｱｻｸ 俺ではない炎上 浅倉 秋成 双葉社

913.6ｱﾋｺ 残心 我孫子 武丸 光文社

913.6ｲﾄﾔ まっとうな人生 絲山 秋子 河出書房新社

913.6ｵｸﾀ 夏鳥たちのとまり木 奥田 亜希子 双葉社

913.6ｸﾎ 夜に星を放つ 窪 美澄 文藝春秋

913.6ｻｴｷ 浮世小路の姉妹 佐伯 泰英 光文社

913.6ｻｸﾗ 孤蝶の城 桜木 紫乃 新潮社

913.6ｼﾐｽ さよならの向う側 清水 晴木 マイクロマガジン社

913.6ﾃﾗﾁ カレーの時間 寺地 はるな 実業之日本社

913.6ﾆｼﾑ 雨滴は続く 西村 賢太 文藝春秋

913.6ﾌﾚｲ 両手にトカレフ ブレイディみかこ ポプラ社

913.6ﾏﾀﾖ 又吉栄喜小説コレクション 1 又吉 栄喜 コールサック社

913.6ﾏﾂｵ JK 松岡 圭祐 KADOKAWA

- 4 -



 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

913.6ﾐﾀ 少年空海アインシュタイン時空を超える 三田 誠広 春陽堂書店

913.6ﾔﾏｳ 一心同体だった 山内 マリコ 光文社

913.6ﾖｼｶ 高く翔べ 吉川 永青 中央公論新社

913.6 大河への道 立川 志の輔 河出書房新社

913.6 沖縄。人、海、多面体のストーリー 森本 浩平 集英社

914.6ｱﾘｶ 倒れるときは前のめり ふたたび 有川 ひろ KADOKAWA

914.6ｳﾉ 水曜日は働かない 宇野 常寛 ホーム社

914.6ﾊﾑﾛ 読書の森で寝転んで 葉室 麟 文藝春秋

914.6ﾑﾚ 今日は、これをしました 群 ようこ 集英社

914.6 おいしい沖縄 池上 永一ほか 河出書房新社

916ｳｴﾀ 人は2000連休を与えられるとどうなるのか? 上田 啓太 河出書房新社

（外国文学）

929.1 波が海のさだめなら キム ヨンス 駿河台出版社

930.2 小泉八雲 池田 雅之 平凡社

933.7ｸﾗﾝ 黙約の凍土 上・下 トム・クランシー 扶桑社

933.7ﾊﾜｽ 黄金虫変奏曲 リチャード・パワーズ みすず書房

933.7ﾘ もう行かなくては イーユン・リー 河出書房新社

953.7 夜の少年 ローラン・プティマンジャン 早川書房

963 リャマサーレス短篇集 フリオ・リャマサーレス 河出書房新社

973 天国への電話 ラウラ・今井・メッシーナ 早川書房

【参考図書】

010.1 「図書館の自由に関する宣言1979年改訂」解説 図書館の自由委員会 日本図書館協会

317 白書の白書 2022年版 木本書店・編集部 木本書店

351 日本国勢図会 2022/23 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

(郷土資料)

K201 東葛流山研究 第３９号 流山市立博物館友の会

K291 ゼンリン住宅地図千葉県流山市 ゼンリン

K314 流山市議会会議録 令和４年３月 流山市議会事務局 流山市議会

K349 監査結果報告書 令和４年度 流山市監査委員事務局

【児童図書】

033 ピクチャーペディア スミソニアン協会 河出書房新社

141 私たちはどう学んでいるのか 鈴木 宏昭 筑摩書房

289ｵﾄ 「オードリー・タン」の誕生 石崎 洋司 講談社

289ｻﾙ 猿橋勝子 清水 洋美 汐文社

330 池上彰と学ぶ「お金」と「社会」の学校 1 池上 彰 学研プラス

337 こどもお金ルール 高濱 正伸 カンゼン

367 みんなで知りたいLGBTQ+ 1 電通ダイバーシティ・ラボ 文研出版

407 やさしくわかる小学生の理科図鑑 水上 郁子 成美堂出版

443 ブラックホールってなんだろう? 嶺重 慎 福音館書店

468 海辺の生きもの図鑑 千葉県立海の博物館 成山堂書店

480 動物なぜなに質問箱 小菅 正夫 講談社

491 寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ ヴィッキー・ウッドゲート 創元社

493 高齢者を知ろう! 平松 類 PHP研究所

501 みんなが知りたい!地球の資源とエネルギーのしくみ 「子どもと地球資源」研究会 メイツユニバーサルコンテンツ

596 SDGsクッキング 1～3 今泉 マユ子 理論社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

686 首都圏版鉄道地図鑑 地理情報開発 平凡社

754 おりがみ大図鑑 新宮 文明 日本文芸社

807 ことばで遊ぼう!!ことばあそび大図鑑 青山 由紀 国土社

913ｲﾁ 海をわたる動物園 いちかわ けいこ アリス館

913ｲﾄ ちいさな宇宙の扉のまえで いとう みく 童心社

913ｶﾄ イカにんじゅつ道場 香桃 もこ 福音館書店

913ｺﾓ 紅の魔女 小森 香折 偕成社

913ｼﾛ ばーちゃる 次良丸 忍 金の星社

913ｽｷ おかげさまで名探偵 杉山 亮 偕成社

913ﾀﾃ ソロ沼のものがたり 舘野 鴻 岩波書店

913ﾄﾐ
ヌラリヒョン・パパにまかせなさい!
ドロロン村のなかまたち

富安 陽子 理論社

913ﾅﾅ はりねずみのノート屋さん ななもり さちこ 福音館書店

913ﾌｸ しゅくだいドッジボール 福田 岩緒 PHP研究所

913ﾌｸ たぶんみんなは知らないこと 福田 隆浩 講談社

913ﾑﾗ あそび室の日曜日 村上 しいこ 講談社

933ｸﾘ 本おじさんのまちかど図書館 ウマ・クリシュナズワミー フレーベル館

933ﾆﾕ おもちゃ屋のねこ リンダ・ニューベリー 徳間書店

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｵ うみでなんでやねん あおき ひろえ 世界文化ワンダークリエイト

Eｱﾗ スプーンとフライパン 新井 洋行 佼成出版社

Eｱﾝ クッキーのおべんとうやさん 安西 水丸 クレヴィス

Eｲﾁ しっかりママにつかまって! 市川 里美 BL出版

Eｳｵ 2ひきのカエル クリス・ウォーメル 徳間書店

Eｵｲ ちゃぷちゃぷぷーん 及川 賢治 福音館書店

Eｵｸ ねこのこね おくはら ゆめ アリス館

Eｺﾂ ぜったいにおしちゃダメ? ビル・コッター サンクチュアリ出版

Eｽｽ 戦争をやめた人たち 鈴木 まもる あすなろ書房

Eﾀｶ ずぼっじー 高橋 祐次 講談社

Eﾀｹ とんぼのぎんちゃんうまれたよ! たけがみ たえ 童心社

Eﾀﾅ くみたて 田中 達也 福音館書店

Eﾀﾈ プールのくまのこ 種村 有希子 アリス館

Eﾂｶ きょうは選挙の日。 塚本 やすし 汐文社

Eﾃｽ 世界の市場 アンナ・デスニツカヤ 河出書房新社

Eﾊﾚ ペネロペ ママがだーいすき ゲオルグ・ハレンスレーベン 岩崎書店

Eﾌｸ かきごおりおまちどおさま ふくだ じゅんこ WAVE出版

Eﾌﾗ あるひくじらがやってきた ニック・ブランド 小学館

Eﾌﾗ おばけのジョージーたからさがし ロバート・ブライト 好学社

Eﾍｸ ピヤキのママ ペク ヒナ ブロンズ新社

Eﾏﾂ おふろのなかのジャングルたんけん まつおか たつひで 童心社

Eﾐﾔ ちびちびパンダ みやにし たつや 金の星社

Eﾔﾏ ちびクワくんおとうとなんてだいきらい やました こうへい ほるぷ出版

Eﾔﾝ しま マルク・ヤンセン 福音館書店

Eﾖｼ 江戸日本ねこづくし 吉田 愛 講談社

Eﾛｳ ティトとペピータふきげんなおてがみ アマリア・ロウ 永岡書店

Eﾛﾏ 戦争が町にやってくる ロマナ・ロマニーシン ブロンズ新社
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