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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

002.7 頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ 齋藤 孝 学研プラス

007.6 高校生からのPython入門 立山 秀利 ジャムハウス

007.6 はじめてのWord & Excel 2021 村松 茂 秀和システム

013.1 新編図書館員への招待 塩見 昇 教育史料出版会

019.9 あなたのなつかしい一冊 池澤 夏樹 毎日新聞出版

022.3 奈良絵本・絵巻 石川 透 平凡社

100　哲 学

104 不条理を乗り越える 小川 仁志 平凡社

131.5 哲人たちの人生談義 國方 栄二 岩波書店

140 アドラー心理学 岩井 俊憲 新星出版社

146.8 ひきこもりと関わる 板東 充彦 遠見書房

159 祖父から孫への手紙 竹田 眞也 合同フォレスト

159 自分を整える 永松 茂久 マガジンハウス

159.4 やさしさのスイッチ 鈴木 玲 コスミック出版

188.7 歎異抄手帳 親鸞 東京書籍

193.02 死海文書 ジャン・ピエール・イスブ 日経ナショナルジオグラフィック

200　歴史・地理

204 世界時空の歴史大図鑑 マイオレッリ 西村書店

209.6 両岸の旅人 工藤 晶人 東京大学出版会

210.04 くそじじいとくそばばあの日本史 大塚 ひかり ポプラ社

210.1 天皇と中国皇帝 彭 丹 平凡社

210.4 足利将軍事典 木下 昌規 戎光祥出版

210.75 事典太平洋戦争と子どもたち 浅井 春夫 吉川弘文館

210.76 ものがたり戦後史 富田 武 筑摩書房

216.06 空から見た関西の街と鉄道駅 牧野 和人 アルファベータブックス

238 地政学×歴史で理由がわかるロシア史 祝田 秀全 朝日新聞出版

239.3 遺跡に学ぶ考古学クッキング 海田 芙柚悸 三恵社

280.4 世界史を変えた独裁者たちの食卓 上・下 クリスティアン・ルドー 原書房

280.4 悪いお姫様の物語 リンダ・ロドリゲス・マクロビー 原書房

289.1ｱｶﾏ 男女平等への長い列 赤松 良子 日経BP日本経済新聞出版

289.1ﾄｸｶ 誤解だらけの徳川家康 渡邊 大門 幻冬舎

289.3ｺﾙﾊ 我が人生 ミハイル・ゴルバチョフ 東京堂出版

290.9 世界遺産の歩き方 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291 しまずかん こにし けい 講談社

291.3 東京ホテルガイド 朝日新聞出版

291.3 千葉の教科書 JTBパブリッシング

291.3 こどもの知的好奇心がすくすく育つ学びスポット 瀧 靖之 JTBパブリッシング

291.6 るるぶサ活 JTBパブリッシング
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

291.9 与論島・沖永良部島・徳之島 地球の歩き方

300　社会科学

302.5 アメリカ分断の淵をゆく 國枝 すみれ 毎日新聞出版

304ｱｽﾏ 忘却にあらがう 東 浩紀 朝日新聞出版

311.2 ウラジーミル・プーチンの頭のなか ミシェル・エルチャニノフ すばる舎

316.8 ブラックアウト キャンディス・オーウェンズ 方丈社

316.8 記号化される先住民/女性/子ども 石原 真衣 青土社

319.3 ウクライナ戦争は世界をどう変えたか 豊島 晋作 KADOKAWA

324.7 いちばんわかりやすい相続・贈与の本 '22ー'23年版 曽根 恵子 成美堂出版

326.3 もしキミが、人を傷つけたなら、傷つけられたなら 犯罪学教室のかなえ先生 フォレスト出版

333.6 世界大異変 ジム・ロジャーズ 東洋経済新報社

335.1 やるべきことがすぐわかる!SDGs実践入門 泉 貴嗣 技術評論社

336.8 世界一楽しい決算書の読み方 実践編 大手町のランダムウォーカー KADOKAWA

337.1 お金は銀行が創っているの? 下田 直能 同時代社

338.1 世界一面白くてお金になる経済講座 南 祐貴 ダイヤモンド社

361.4 ストーリーが世界を滅ぼす ジョナサン・ゴットシャル 東洋経済新報社

361.4 リスクを考える 吉川 肇子 筑摩書房

366.2 資格取り方選び方全ガイド 2024年版 高橋書店編集部 高橋書店

367.2 私たちが声を上げるとき 和泉 真澄 集英社

367.6 家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い 獅城 けい 高文研

367.7 70歳の正解 和田 秀樹 幻冬舎

367.9 歴史の中の多様な「性」 三橋 順子 岩波書店

368.9 逃げるが勝ち 高橋 ユキ 小学館

369.2 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 鹿内 幸四朗 大和出版

369.2 あなたはどこで死にたいですか? 小島 美里 岩波書店

371.4 メタ認知 三宮 真智子 中央公論新社

375.1 子どもの事実に向き合う 齊藤 慎一 東洋館出版社

375.1 絵本で広がる小学校の授業づくり 齊藤 和貴 小学館

376.8 生活科学部・家政学部 木村 由香里 ぺりかん社

378.8
読み書き障害<ディスレクシア>
のある人へのサポート入門

河野 俊寛 読書工房

379.9 なぞとき×算数脳 高濱 正伸 中央公論新社

383.8 食べるとはどういうことか 佐藤 洋一郎 勉誠出版

385.6 無縁社会の葬儀と墓 山田 慎也 吉川弘文館

395.3 特権を問う 毎日新聞取材班 毎日新聞出版

400　自然科学

402.8 偉人たちの挑戦 3 東京電機大学 東京電機大学出版局

413 波と多項式を架橋する 数理哲人 技術評論社

421.2 時間とは何か ニュートンプレス

430.7 化学者になるための本 齋藤 勝裕 シーアンドアール研究所

450.9 日本の自然風景ワンダーランド 小泉 武栄 ベレ出版

451.2 富士山測候所のはなし 成山堂書店

460.4 地球は食べ物 ホモサピ KADOKAWA

460.4 飛ばないトカゲ 小林 洋美 東京大学出版会

474.8 日本のキノコ275 柳沢 まきよし 文一総合出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

486.04 きらわれ虫の真実 谷本 雄治 太郎次郎社エディタス

487.5 びっくり深海魚 尼岡 邦夫 エクスナレッジ

488.6 ペンギンもつらいよ ロイド・スペンサー・デイヴィス 青土社

490.1 ふたつの誕生日 大谷 邦郎 はる書房

490.1 どうせ死ぬなら自宅がいい 近藤 誠 エクスナレッジ

491.1 モナ・リザの左目 花山 水清 藤原書店

493.7 ストレス脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社

494.8 知っておきたい爪の知識と病気 東 禹彦 金原出版

498.3 リセットの習慣 小林 弘幸 日経BP日本経済新聞出版

498.5 食品でひく機能性成分の事典 中村 宜督 女子栄養大学出版部

498.6
定点観測新型コロナウイルスと
私たちの社会 2021年後半

森 達也 論創社

498.6 命のクルーズ 高梨 ゆき子 講談社

500　工学・家庭

502 なぜ日本企業はゲームチェンジャーになれないのか 山本 康正 祥伝社

517.2 人がつくった川・荒川 長谷川 敦 旬報社

519 気候変動の真実 スティーブン E.クーニン 日経BP

520.4 アンビルト クリストファー・ビーンランド グラフィック社

521.8 47都道府県・城郭百科 西ケ谷 恭弘 丸善出版

523.1 日本の水族館五十三次 宮沢 洋 青幻舎

527.8 間取りのレシピ100 小谷 和也 エクスナレッジ

537.9 オートバイの洗車・メンテナンス入門 スタジオタッククリエイティブ

545.8 レトロ家電デザイン ジェロ・ジーレンス グラフィック社

590.4 すてきメモ303選 加茂谷 真紀 すみれ書房

591
よくばりに気分よく生きたい私たちに
都合のいいお金の教科書

町田 萌 クロスメディア・パブリッシング

592.7 デッドスペースDIY 石井 麻紀子 誠文堂新光社

593.3 誰にでも似合う基本形の服 かたやま ゆうこ ブティック社

594 いっしょにあそぼうフェルトでつくるおままごと 1Flower*綾子 日本ヴォーグ社

594.3 ボールとリングとサークルのアクセサリー 越膳 夕香 エクスナレッジ

596ｱﾘﾓ 「酢」のレシピ 有元 葉子 東京書籍

596ｼﾗｲ サステナブルな自炊生活 しらいし やすこ 朝日新聞出版

596.3 家庭の魚料理 川上 文代 グラフィック社

596.4 食材2つで大満足弁当 市瀬 悦子 主婦の友社

596.8 いまさら聞けない箸の持ち方レッスン 中原 麻衣子 主婦の友社

599.04 ただ、一緒に生きている 坂本 美雨 光文社

600　産 業

609 単位と法則大百科 ニュートンプレス

615.2 図解でよくわかる品種・育種のきほん 西尾 剛 誠文堂新光社

627.8 育てて楽しむ盆栽入門 平尾 成志 コスミック出版

645.7 岩合光昭の日本ねこ歩き 岩合 光昭 クレヴィス

666.7 いちばんよくわかる!カメの飼い方・暮らし方 だっくす小峰 成美堂出版

670.9 メールで「失礼な人」にならない方法 中村 圭 きずな出版

673.9 75歳、交通誘導員まだまだ引退できません 柏 耕一 河出書房新社

686.2 全国鉄道路線大全 2022-2023 イカロス出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

700　芸術・体育

704 魅惑する子どもアート ひぐち けえこ 評論社

718 日本の美仏図鑑 帆足 てるたか EDITORS

726.6 いぬ ショーン・タン 河出書房新社

727 日本の文様春夏秋冬花尽くし 藤 依里子 芸術新聞社

746.7 世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島 真也 技術評論社

757.02 戦争とデザイン 松田 行正 左右社

762.1 終止符のない人生 反田 恭平 幻冬舎

762.3 バイロイトのフルトヴェングラー バルバラ・フレーメル 音楽之友社

764.7 音楽とファッション 青野 賢一 リットーミュージック

779.1 らくご植物園 相羽 秋夫 東方出版

780.1 これからのスポーツの話をしよう 大峰 光博 晃洋書房

780.6 「復興五輪」とはなんだったのか 笹生 心太 大修館書店

780.7 たった10秒!子ども筋トレで能力アップ! 高林 孝光 さくら舎

783.7 虚空の人 鈴木 忠平 文藝春秋

787.1 海釣り仕掛け集 ウキ釣り編 主婦の友社

796 すごすぎる将棋の世界 高橋 茂雄 マイナビ出版

800  語 学

801.04 ことばと算数 広瀬 友紀 岩波書店

801.7 翻訳はめぐる 金原 瑞人 春陽堂書店

830.7 英語が出来ません 刀祢館 正明 KADOKAWA

837.5 翻訳書簡『赤毛のアン』をめぐる言葉の旅 上白石 萌音 NHK出版

900　文 学

(日本文学)

901.3 物語のカギ 渡辺祐真 笠間書院

910.2ﾏﾂﾓ 文豪ナビ松本清張 新潮文庫 新潮社

910.2 文豪たちのヤバい手紙 別冊宝島編集部 宝島社

911.4 アクリルに跳ね返された投げキッス 影野 臣直 駒草出版

911.56ﾀﾆｶ となりの谷川俊太郎 谷川 俊太郎 ポエムピース

913.3 眠れないほど面白い『伊勢物語』 岡本 梨奈 三笠書房

913.6ｱｷｶ 居酒屋ぼったくり おかわり!3 秋川 滝美 アルファポリス

913.6ｱｷﾖ 終活中毒 秋吉 理香子 実業之日本社

913.6ｱﾏﾈ 拝啓交換殺人の候 天祢 涼 実業之日本社

913.6ｲﾏﾑ とんこつQ&A 今村 夏子 講談社

913.6ｳﾉ レペゼン母 宇野 碧 講談社

913.6ｶｼ 空を駆ける 梶 よう子 集英社

913.6ｶﾌﾗ 見習医ワトソンの追究 鏑木 蓮 講談社

913.6ｷﾀﾊ 早番にまわしとけ キタハラ KADOKAWA

913.6ｺｲｹ アナベル・リイ 小池 真理子 KADOKAWA

913.6ｼﾊﾑ かどわかし 芝村 凉也 双葉社

913.6ｼﾝﾄ 嫌われ者の矜持 新堂 冬樹 光文社

913.6ｽﾐﾉ 腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる 双葉社

913.6ﾁﾈﾝ 祈りのカルテ 2 知念 実希人 KADOKAWA

913.6ﾅｷﾗ 汝、星のごとく 凪良 ゆう 講談社

913.6ﾊﾗﾀ 財布は踊る 原田 ひ香 新潮社

- 4 -



 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

913.6ﾏﾀﾖ その本は 又吉 直樹 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 彼女。 相沢 沙呼ほか 実業之日本社

914.6ｱｻｲ そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ 文藝春秋

914.6ﾂｼ パリの空の下で、息子とぼくの3000日 辻 仁成 マガジンハウス

914.6ﾖｼﾓ 気づきの先へ 吉本 ばなな 幻冬舎

914.6 おいしいアンソロジー おやつ 大和書房

（外国文学）

929.1 さすらう地 キム スム 新泉社

931.7 パワー・ポリティクス マーガレット・アトウッド 彩流社

933.7ｳｲﾝ フランキスシュタイン ジャネット・ウィンターソン 河出書房新社

933.7ｻﾘﾝ 彼女の思い出/逆さまの森 J.D.サリンジャー 新潮社

933.7ｼﾔｸ 優等生は探偵に向かない ホリー・ジャクソン 東京創元社

933.7ﾌｲﾆ 彼は彼女の顔が見えない アリス・フィーニー 東京創元社

949.8 魔術師の匣 上・下 カミラ・レックバリ 文藝春秋

953.7 ゴールドマン家の悲劇 上・下 ジョエル・ディケール 東京創元社

989.4 ウクライナ戦争日記 Stand With Ukraine Japan 左右社

【参考図書】

010.5 図書館年鑑 2022 日本図書館協会 日本図書館協会

288.6 家紋大事典 高澤 等 東京堂出版

330.5 経済財政白書 令和4年版 内閣府 日経印刷

369.4 少子化社会対策白書 令和4年版 内閣府 日経印刷

816.4 最新公用文用字用語例集 ぎょうせい公用文研究会 ぎょうせい

(郷土資料)

K314 流山市議会会議録 令和４年６月 流山市議会事務局 流山市議会

K372 流山市の教育 令和４年度 流山市教育委員会 流山市教育委員会

K376 企画展 流山小学校 流山市立博物館

K940 1stBirthday Message 1stBirthday Message製作委員会

【児童図書】

010 図書館たんけん 1 藤田 利江 国土社

159 中学生のためのテストの段取り講座 坂口 恭平 晶文社

210 「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田 和 ポプラ社

289ｲﾏ 今西錦司と自然 斎藤 清明 玉川大学出版部

289ﾅｶ 中村哲物語 松島 恵利子 汐文社

296 アマゾン川 サングマ・フランシス 徳間書店

316 主人公はきみだ 中山 千夏 出版ワークス

333 子ども大学で考えるSDGs 1～3 こどもくらぶ フレーベル館

366 なりたい!が見つかるお仕事図鑑 朝日新聞出版 朝日新聞出版

372 僕らが学校に行く理由 渋谷 敦志 ポプラ社

383 ずかん世界のくつ・はきもの 鈴木 絵美留 技術評論社

385 おさほうえほん 高濱 正伸 日本図書センター

404 ようこそ!おしゃべり科学博物館 マイク・バーフィールド すばる舎

407 わくわく科学実験図鑑 工作編 クリスティーナ・ハーカート・シュール ディスカヴァー・トゥエンティワン

440 スカイブック アンナ・クレイボーン 誠文堂新光社

451 いま、この惑星で起きていること 森 さやか 岩波書店
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者 出  版  社

486 コンビニ好きな虫のふしぎ 盛口 満 少年写真新聞社

487 はっけん!イモリ 林 光武 緑書房

540 小学生からの電気図鑑 TDG電気指導会 オーム社

612 タガヤセ!日本 白石 優生 河出書房新社

709 世界遺産を救え! レオ・ホプキンソン 創元社

724 図画工作deたのしい作品づくり こすりだし・すりだし 柴田 芳作 国土社

753 図画工作deたのしい作品づくり 紙そめ 柴田 芳作 国土社

754 本物そっくり!昆虫の立体切り紙 今森 光彦 日本ヴォーグ社

775 あの子は、わたし。 ささき あり 佼成出版社

781 あきであそぼう 高橋 京子 国土社

913ｸﾒ 忘れもの遊園地 久米 絵美里 アリス館

913ｺｳ おてがみほしいぞ こうまる みづほ あかね書房

913ｺﾃ 母の国、父の国 小手鞠 るい さ・え・ら書房

913ｻｲ がっこうのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

913ｻｲ 新月の子どもたち 斉藤 倫 ブロンズ新社

913ﾃﾗ ぼくは王さまおしごとコレクション 寺村 輝夫 理論社

913ﾅﾅ オバケの長七郎 ななもり さちこ 福音館書店

913ﾊﾏ 空と大地に出会う夏 濱野 京子 くもん出版

913ﾜｸ いっしょにいるよ 涌井 学 小学館

923ﾂｱ 山羊は天国草を食べない 曹 文軒 樹立社

933ﾀﾝ いもうとなんかいらない ロイス・ダンカン 岩波書店

933ﾏｼ うみべのおはなし3にんぐみ ジェイムズ・マーシャル 大日本図書

949ｴﾘ ラビットホッピング! マーリン・エリクソン 理論社

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｲｼ 給食室のいちにち イシヤマ アズサ 少年写真新聞社

Eｳｲ 森のなかの小さなおうち エリザ・ウィーラー 工学図書

Eｵｵ なぞなぞでおばけやしきたんけん 大島 妙子 アリス館

Eｵﾑ アニマルランド オームラ トモコ 金の星社

Eｸﾗ 10ぴきねこちゃん エミリー・グラヴェット 小学館

Eｸﾛ 恐竜トリケラトプスとウミトカゲ 黒川 みつひろ 小峰書店

Eｺｼ うちのおかあちゃん こしだ ミカ 偕成社

Eｺﾐ めをさませ 五味 太郎 絵本館

Eｻﾉ わたしのぼうし 佐野 洋子 ポプラ社

Eｼﾐ よくみると… もっと! shimizu 学研プラス

Eｽﾓ そばにいるよ、わたしも スティーブ・スモール 化学同人

Eﾀﾝ やさいだいすきだワニ タンム・ニュウ おむすび舎

Eﾃｸ 川まつりの夜 出久根 育 フレーベル館

Eﾄﾄ 核兵器をなくすと世界が決めた日 TOTO 大月書店

Eﾅｶ せとうちたいこさんえんそくいきタイ 長野 ヒデ子 童心社

Eﾊｸ 野ばらの村の山のぼうけん ジル・バークレム 出版ワークス

Eﾊﾙ リゼッテうそをつきにいく カタリーナ・ヴァルクス クレヨンハウス

Eﾌｼ いちねんせいのいちにち ふじた ひおこ 佼成出版社

Eﾏﾙ ひめさま!じいがかぜをひいたでござる 丸山 誠司 光村教育図書

Eﾓﾘ らんらんランドセル モリナガ ヨウ めくるむ

Eﾖｼ ひがたはたからばこ よしの ゆうすけ 徳間書店
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