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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

002.7 先輩、研究ってどうやるんですか 研究ステップ編集委員会 京都大学学術出版会

007.1 AIはすべてを変える マーティン・フォード 日経BP日本経済新聞出版

007.6 UIデザイン必携 原田 秀司 翔泳社

016.2 公立図書館における電子図書館サービスの現状 吉井 潤 樹村房

024 本屋という仕事 三砂 慶明 世界思想社

049 信じようと信じまいと R.L.リプレー 河出書房新社

069.02 ときめきのミュージアムグッズ 大澤 夏美 玄光社

100　哲 学

100 哲学大図鑑 金山 弥平 ニュートンプレス

115.3 人はどこまで合理的か 上・下 スティーブン・ピンカー 草思社

140 ことわざから出会う心理学 今田 寛 ミネルヴァ書房

141.5 マッピング思考 ジュリア・ガレフ 東洋経済新報社

146.8 認知行動療法の哲学 ドナルド・ロバートソン 金剛出版

147 恐い間取り 3 松原 タニシ 二見書房

148.1 日本で一番わかりやすい手相の本 田口 二州 PHP研究所

159 限りある時間の使い方 オリバー・バークマン かんき出版

159 何もない空間が価値を生む オードリー・タン 文藝春秋

159.6 女性の覚悟 坂東 眞理子 主婦の友社

161.3 魔法少女はなぜ変身するのか 石井 研士 春秋社

188.5 空海 松長 有慶 岩波書店

191.9 それで君の声はどこにあるんだ? 榎本 空 岩波書店

200　歴史・地理

209 仕事に役立つ、日本人のための情報の世界史 玉原 輝基 かざひの文庫

209.7 通説を覆す世界と日本の近現代史 藤井 青銅 さくら舎

210.04 「お金」で読む日本史 本郷 和人 祥伝社

210.3 古墳図鑑 青木 敬 日本文芸社

210.4 鎌倉北条氏の女性たち 今井 雅晴 教育評論社

223 海の東南アジア史 弘末 雅士 筑摩書房

280.4 偉人メシ伝 真山 知幸 笠間書院

289.1ﾀｶﾔ 帰ってきた日々ごはん 11 高山 なおみ KTC中央出版

289.3ﾏﾇﾃ 初めて書籍を作った男 アレッサンドロ・マルツォ・マーニョ 柏書房

291.2 「おくのほそ道」をたどる旅 下川 裕治 平凡社

291.3 古地図と地形図で発見!鎌倉街道伝承を歩く 荻窪 圭 山川出版社

291.3 地球の歩き方aruco東京ひとりさんぽ 地球の歩き方

300　社会科学

324.7 親が死ぬ前に、家族とやりたい10のこと 吉野 匠 クロスメディア・パブリッシング

331.1 ゲーム理論の見方・考え方 岡田 章 勁草書房

335.1 中小企業のSDGs 野村 佐智代 中央経済社

336.2 世界一シンプルな問題解決 中尾 隆一郎 フォレスト出版

No.268（2022年8月号） 2022.7.1～2022.7.31 受入図書の一部を掲載
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

336.4 長いコトバは嫌われる 横田 伊佐男 日経BP

336.9 ざっくりわかる簿記の本 宇田川 敏正 新星出版社

338.4 最後の防衛線 中曽 宏 日経BP日本経済新聞出版

345.5 相続と贈与がわかる本 '22ー'23年版 桑原 亜矢子 成美堂出版

361.4 コピーライター式ホメ出しの技術 澤田 智洋 宣伝会議

361.4 つながり過ぎないでいい 尹 雄大 亜紀書房

366.3 ここが変わった!改正育児休業早わかり 岡田 良則 自由国民社

367.4 離婚の文化人類学 アリソン・アレクシー みすず書房

369.2 誰も断らない 篠原 匡 朝日新聞出版

369.2 大切な人生に寄り添う 柴田 敦子 主婦の友社

369.2 突然の介護で困らない!親の介護がすべてわかる本 浅井 郁子 ソーテック社

369.4 わたしのまちのじどうかん 児童館研究委員会 フレーベル館

371.4 不登校後を生きる 樋口 くみ子 学びリンク

372 6カ国転校生ナージャの発見 キリーロバ・ナージャ 集英社インターナショナル

376.1 たにぞうの手あそびしましょあそびましょ 谷口 國博 チャイルド本社

377.9 定年後にもう一度大学生になる 瀧本 哲哉 ダイヤモンド社

385.6 葬式消滅 島田 裕巳 G.B.

391.6 目に見えない戦争 イヴォンヌ・ホフシュテッター 講談社

392.1 私は自衛官 杉山 隆男 扶桑社

400　自然科学

404 もっと知りたい!「科学の芽」の世界 PART8 永田 恭介 筑波大学出版会

413.3 「微」「積」で鍛える数学的思考 杉山 博宣 技術評論社

421.3 量子力学の諸解釈 白井 仁人 森北出版

450.4 日本に住んでいるなら知らないとヤバい!地学の授業 大平 悠麻 総合科学出版

451 空の見つけかた事典 武田 康男 山と溪谷社

454.9 千葉スリバチの達人 千葉スリバチ学会 昭文社

457.8 化石の復元、承ります。 木村 由莉 ブックマン社

467.2 くだらないものがわたしたちを救ってくれる キム ジュン 柏書房

474.8 あした出会えるきのこ100 新井 文彦 山と溪谷社

480.7 全国クセすご水族館図鑑 さかなのおにいさんかわちゃん 中央公論新社

481.7 深海の生き物超大全 石井 英雄 彩図社

486.1 ダマして生きのびる虫の擬態 海野 和男 草思社

491.3 心はこうして創られる ニック・チェイター 講談社

493.1 大人になる前に知る老いと死 前沢 政次 ぺりかん社

493.1 最高の老後 山田 悠史 講談社

493.9 子どものこころがそだつとき 笠原 麻里 日本評論社

494.8 新しい皮膚の教科書 豊田 雅彦 池田書店

498.1 ほんとうの医療現場の話をしよう 高須賀 とき 晶文社

498.3 なぜ、人は病気になるのか? 寺田 武史 クロスメディア・パブリッシング

498.3 ヨガを楽しむ教科書 綿本 彰 ナツメ社

498.5 中年女子のゆる薬膳。 池田 陽子 文化学園文化出版局

498.6 ひとりも、死なせへん 2 長尾 和宏 ブックマン社

498.8 うつの人のリワークガイド 五十嵐 良雄 法研

500　工学・家庭

518.5 災害とトイレ 日本トイレ協会 柏書房

520.6 決戦!株主総会 秋場 大輔 文藝春秋

- 2 -



 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

523.1 全仕事 隈 研吾 大和書房

527 家づくりはじめからおわりまで 鈴木 敏彦 エクスナレッジ

527.1 美しく暮らす間取り○と× 中山 繁信 エクスナレッジ

527.8 マンションリノベーションで理想の家を手に入れる 主婦と生活社

538.9 僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎 直子 青春出版社

556.3 ビジュアルでわかる船と海運のはなし 拓海 広志 成山堂書店

579.9 生命機械が未来を変える スーザン・ホックフィールド インターシフト

590.4 ごみを出さない気持ちのいい暮らし 高砂 雅美 家の光協会

593.3 私をときめかせる服   斉藤 美紀子 日本ヴォーグ社

593.3
家庭科3だった私が家でも外でも
100%手作り服でコーディネイトしています。

津田 蘭子 ワニブックス

596ｵｵﾊ 68歳、ひとり暮らし。きょう何食べる? 大庭 英子 家の光協会

596ﾃﾑｼ 駅ビルご当地グルメ大百科 「旅と鉄道」編集部 天夢人

596.2 地球のかじり方 世界のレシピBOOK 地球の歩き方編集室 学研プラス

596.2 ハツ江おばあちゃんの定番おうち洋食 高木 ハツ江 NHK出版

596.6 おうちで作れる実験スイーツレシピ sachi_homemade 翔泳社

596.6 つるんと、のどごしのいいおやつ 中川 たま 文化学園文化出版局

596.9 あっちこっち食器棚めぐり 伊藤 まさこ 新潮社

599 3歳までのカンタンおうちあそびレシピ50 中山 芳一 日本能率協会マネジメントセンター

600　産 業

611.3 日本のコメ問題 小川 真如 中央公論新社

611.7 農業者になるには 大浦 佳代 ぺりかん社

627 はじめてでも失敗しない花づくりの基本100 古賀 有子 主婦の友社

642.1 東京ミルクものがたり 前田 浩史 農山漁村文化協会

645.6 犬の教科書 増田 宏司 ナツメ社

645.7 イラスト解説猫のしぐさ解読手帖 加藤 由子 誠文堂新光社

646.9 ハチのいない蜂飼い 西村 玲子 天夢人

674.8 まちで出会ったかわいいあのこ うおのめ とるこ 大福書林

675 Z世代に学ぶ超バズテク図鑑 原田 曜平 PHP研究所

675 ブランディングの科学 独自のブランド資産構築篇 ジェニー・ロマニウク 朝日新聞出版

686.5 東京の名駅舎 大内田 史郎 草思社

699.2 どこにもないテレビ 渡辺 考 かもがわ出版

700　芸術・体育

704 社会化するアート/アート化する社会 小松田 儀貞 水曜社

723 日本でしか観られない世界の名画 岡部 昌幸 青春出版社

724.4 かんたん!4ステップ水彩 マリーナ・バカソーヴァ ホビージャパン

726.6 かこさとし かこ さとし 平凡社

727 見るだけでデザインセンスが身につく本 日本デザイン SBクリエイティブ

743.5 花火が写る絶景撮影術 井上 嘉代子 双葉社

756.6 知識ゼロからの日本刀入門 土子 民夫 幻冬舎

757.3 世界のふしぎな色の名前 城 一夫 グラフィック社

763.2 挫折しないピアノ入門 東 いづみ 自由現代社

764.7 がんばろうとしない生き方 桑野 信義 KADOKAWA

775.4 ミュージカルの歴史 宮本 直美 中央公論新社

778.04 映画の正体 押井 守 立東舎

778.2 定年後に見たい映画130本 勢古 浩爾 平凡社

783.7 自分を諦めない 館山 昌平 ワニブックス
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

783.7 コロナに翻弄された甲子園 小山 宣宏 双葉社

786.1 登山のダメージ&体のトラブル解決法 木元 康晴 山と溪谷社

789.2 強く、優しく 古賀稔彦の言葉 産業編集センター 産業編集センター

796.02 あの棋士はどれだけすごいの?会議 高野 秀行 扶桑社

800  語 学

809.2 世界最高の雑談力 岡本 純子 東洋経済新報社

809.2 1日3分で変わる!社会人のための滑舌ドリル 花形 一実 メイツユニバーサルコンテンツ

810.7 日本語を教えてみたいと思ったときに読む本 大隅 紀子 コスモピア

814.6 エモい古語辞典 堀越 英美 朝日出版社

816.5 大学生のためのレポートの書き方 佐渡島 紗織 ナツメ社

829.1 韓国ドラマで楽しくおぼえる!役立つ韓国語読本 李 ハナ 双葉社

830.4 ニューヨークが教えてくれた“私だけ”の英語 岡田 光世 CCCメディアハウス

900　文 学

(日本文学)

901.3 読者に憐れみを カート・ヴォネガット フィルムアート社

904 もぐら草子 鈴木 創士 現代思潮新社

910.2ｲﾉｳ 笑いの力、言葉の力 渡邉 文幸 理論社

910.2 誰もいない文学館 西村 賢太 本の雑誌社

911.13 女子大で和歌をよむ 木村 朗子 青土社

911.56ｲｼｶ 石垣りん詩集 石垣 りん 角川春樹事務所

911.6 作詞入門 昆 真由美 スタイルノート

913.6ｱｵﾔ やっと訪れた春に 青山 文平 祥伝社

913.6ｱｶﾜ ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川 佐和子 文藝春秋

913.6ｵｵﾀ いつもだれかが見ている 大竹 昭子 亜紀書房

913.6ｵｶﾀ ブロッコリー・レボリューション 岡田 利規 新潮社

913.6ｷﾖｼ 幸せのままで、死んでくれ 清志 まれ 文藝春秋

913.6ｺﾝﾉ 任侠楽団 今野 敏 中央公論新社

913.6ｻﾜﾑ 怪談小説という名の小説怪談 澤村 伊智 新潮社

913.6ｾｵ 掬えば手には 瀬尾 まいこ 講談社

913.6ﾀﾏﾙ ショートショート実験室 田丸 雅智 エネルギーフォーラム

913.6ﾅｶｼ オリーブの実るころ 中島 京子 講談社

913.6ﾇｸｲ 紙の梟 貫井 徳郎 文藝春秋

913.6ﾐﾔﾍ 子宝船 宮部 みゆき PHP研究所

913.6ﾔｷ 残星を抱く 矢樹 純 祥伝社

913.6ﾔﾏｸ 聖夜のおでん(食堂のおばちゃん 12) 山口 恵以子 角川春樹事務所

913.6ﾕｳｷ #真相をお話しします 結城 真一郎 新潮社

913.6ﾗﾝﾄ 鯉姫婚姻譚 藍銅 ツバメ 新潮社

914.6ｲﾉｳ 客席のわたしたちを圧倒する 井上 ひさし 岩波書店

914.6ｿﾉ 身辺整理わたしのやり方 曽野 綾子 興陽館

914.6ﾀｹﾀ べつに怒ってない 武田 砂鉄 筑摩書房

914.6ﾀﾆｶ 言葉の還る場所で 谷川 俊太郎 春陽堂書店

914.6ﾊﾔｼ あした何着よう 林 真理子 マガジンハウス

914.6ﾑﾚ スマホになじんでおりません 群 ようこ 文藝春秋

914.6ﾖｼﾓ 私と街たち<ほぼ自伝> 吉本 ばなな 河出書房新社

916ｴﾝﾄ 僕は死なない子育てをする 遠藤 光太 創元社

916ﾅｶﾀ 妻はサバイバー 永田 豊隆 朝日新聞出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

（外国文学）

923.7 三体X 宝樹 早川書房

929.1 極めて私的な超能力 チャン ガンミョン 早川書房

933.7ｳｲﾝ 図書室の死体 マーティ・ウィンゲイト 東京創元社

933.7ｺﾅﾘ 潔白の法則 上・下 マイクル・コナリー 講談社

933.7ﾌｵｽ E.M.フォースター短篇集 E.M.フォースター 筑摩書房

933.7ﾘｽ あの人たちが本を焼いた日 ジーン・リース 亜紀書房

936ﾏﾁﾔ イン・ザ・ドリームハウス カルメン・マリア・マチャド エトセトラブックス

949.8 華麗な復讐株式会社 ヨナス・ヨナソン 西村書店

963 街と犬たち バルガス・ジョサ 光文社

986 亜鉛の少年たち スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 岩波書店

【参考図書】

007.3 情報サービス産業白書 2022 情報サービス産業協会 インプレス

519.05 環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書 令和4年版 環境省大臣官房環境計画課 日経印刷

(郷土資料)

K310 流山市民便利帳 令和４年度 流山市秘書広報課 流山市

K351 千葉県統計年鑑 令和3年 千葉県総合企画部統計課 千葉県総合企画部統計課

K351 指標で知る千葉県 2022 千葉県総合企画部統計課 千葉県統計協会

K351 千葉県勢要覧 令和3年版 千葉県総合企画部統計課 千葉県統計協会

K369 流山市地震ハザードマップ 令和３年３月作成 流山市

K588 Nagareyama Mirin Recipe Book 河田 安津子 流山市

【児童図書】

019 13歳からの「差がつく読書術」心にささる1冊と出会える本 大居 雄一 メイツユニバーサルコンテンツ

146 自分を好きになれない君へ 野口 嘉則 小学館

209 世界の歴史 別巻 羽田 正 KADOKAWA

289ﾊﾏ 稲むらの火の男浜口儀兵衛 中島 望 講談社

317 街を守る仕事のひみつ図鑑 スタジオタッククリエイティブ

329 調べてみよう!国際機関の仕事ーSDGs時代へ 1～3 吉村 祥子 汐文社

331 こども行動経済学 犬飼 佳吾 カンゼン

333 わたしもできる!世界とつながるSDGsアクション 1～3 原 琴乃 汐文社

366 お仕事ナビ 23 お仕事ナビ編集室 理論社

367 ジェンダー・アイデンティティ 佐々木 掌子 国土社

369 障害者ってだれのこと? 荒井 裕樹 平凡社

369 土に生かされた暮らしをつなぐ 豊田 直巳 農山漁村文化協会

431 みんなが知りたい!元素のすべて 「元素のすべて」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ

451 気象予報士の一日 WILLこども知育研究所 保育社

454 のぞく図鑑穴 宮田 珠己 小学館

458 岩石・鉱物・化石 萩谷 宏 小学館

471 はまったら抜けだせない!?食虫植物 石倉 ヒロユキ 岩崎書店

482 サバンナで野生動物を守る 沢田 俊子 講談社

484 貝のふしぎ発見記 武田 晋一 少年写真新聞社

488 鳥は恐竜だった 鈴木 まもる アリス館

488 お山のライチョウ 戸塚 学 偕成社

489 立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 佐藤 真澄 静山社

491 ウイルスって何だろう 青野 由利 筑摩書房

517 水辺のワンダー 橋本 淳司 文研出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

518 すごいゴミのはなし 滝沢 秀一 学研プラス

530 押す図鑑ボタン 西村 まさゆき 小学館

594 リサイクルでかんたん!エコ手芸 寺西 恵里子 新日本出版社

611 食品ロスはなぜ減らないの? 小林 富雄 岩波書店

626 ミニトマトの絵本 すがはら しんじ 農山漁村文化協会

667 宇宙食になったサバ缶 小坂 康之 小学館

686 電車の地図帳 「旅と鉄道」編集部 天夢人

754 おりがみできたよ! 朝日 勇 つちや書店

780 中高生のスポーツハローワーク 学研プラス

811 漢字が日本語になるまで 円満字 二郎 筑摩書房

913ｵﾅ ワニのガルド おーなり 由子 偕成社

913ｶｼ 星の町騒動記 樫崎 茜 理論社

913ｸﾂ パンに書かれた言葉 朽木 祥 小学館

913ｻﾄ トーキングドラム 佐藤 まどか PHP研究所

913ｼﾝ いのちの木のあるところ 新藤 悦子 福音館書店

913ﾀｶ みどりの森のなかまたち たかどの ほうこ 理論社

913ﾄﾐ ヌラリヒョン・パパにまかせなさい! オソロシ山のながれ星 富安 陽子 理論社

913ﾆｼ 消えた図書室 西村 友里 学研プラス

913ﾌｸ じゅんくんの学校 福田 隆浩 あすなろ書房

913ﾑﾗ みけねえちゃんにいうてみな ぼくはおにいちゃん 村上 しいこ 理論社

913ﾓｲ おひさまやのハンカチ 茂市 久美子 講談社

913ﾚｲ 妖怪コンビニ 令丈 ヒロ子 あすなろ書房

929ｳﾝ 5番レーン ウン ソホル 鈴木出版

933ｹﾗ トラからぬすんだ物語 テェ・ケラー 評論社

933ﾗｳ フードバンクどろぼうをつかまえろ! オンジャリ Q.ラウフ あすなろ書房

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱﾁ いい一日ってなあに? ミーシャ・アーチャー BL出版

Eｱﾔ こうもり アヤ井 アキコ 偕成社

Eｱﾗ へんてこはやくちことば 新井 洋行 小峰書店

Eｲｼ 庭にくるとり 石川 えりこ ポプラ社

Eｳｴ ねずみくんはカメラマン 上野 紀子 ポプラ社

Eｵﾑ でんしゃがとおりまーす! オームラ トモコ 世界文化ワンダークリエイト

Eｶﾏ いきぬけ!サバンナのどうぶつ 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 どうぶつあつまれ! エリック・カール 偕成社

Eｷﾀ ロケットペンギン 北村 人 世界文化ワンダークリエイト

Eｼｴ からだのきもち サラ・ジェニングス 子どもの未来社

Eｼﾊ ドーナツペンタくん 柴田 ケイコ 白泉社

Eｽｴ くすのきだんちはサン!サン!サン! 末崎 茂樹 ひかりのくに

Eｾｷ ホホジロザメ 関 俊一 福音館書店

Eﾃｲ ことりのメルおっこちる コーリー・R.テイバー 化学同人

Eﾊｾ ようかいのもり たぬきクリニック 長谷川 あかり 大日本図書

Eﾋﾛ ピカッゴロゴロニャー! 広瀬 克也 教育画劇

Eﾌｴ 王さまのおうごんのひげ クラース・フェルプランケ 化学同人

Eﾍﾙ ねこのオーランドー裁判官になる キャスリーン・ヘイル 好学社

Eﾏﾙ ひでよーし 丸山 誠司 絵本館

Eﾜﾀ となりのホンドギツネ 渡邉 智之 文一総合出版
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