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【一般図書】

000　総 記

002 「専門家」とは誰か 村上 陽一郎 晶文社

007.3 ザ・メタバース マシュー・ボール 飛鳥新社

007.6 パソコンで困ったときに開く本 2023 朝日新聞出版

007.6 プログラマーになりたい! 長岡 英史 日経BP

017 学校図書館とマンガ 高橋 恵美子 日本図書館協会

019 忘れる読書 落合 陽一 PHP研究所

031.5 ギネス世界記録 2023 クレイグ・グレンディ 角川アスキー総合研究所

069.6 東京国立博物館 東京国立博物館 吉川弘文館

070.1 目撃者たちの記憶 毎日新聞写真部OB会 大空出版

100　哲 学

100 ひと目でわかる哲学のしくみとはたらき図鑑 川口 茂雄 創元社

104 独在性の矛は超越論的構成の盾を貫きうるか 永井 均 春秋社

112 ときは、ながれない 八木沢 敬 講談社

130.2 新しく学ぶ西洋哲学史 荻野 弘之 ミネルヴァ書房

134.5 「人間とは食べるところのものである」 河上 睦子 社会評論社

141.5 今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「意思決定」 佐藤 耕紀 同文舘出版

146.1 エーリッヒ・フロム 岸見 一郎 講談社

147 死は存在しない 田坂 広志 光文社

159 気にしない習慣 内藤 誼人 明日香出版社

159.4 僕たちに残されている時間は「朝」しかない。 石川 和男 総合法令出版

159.7 人生後半、上手にくだる 一田 憲子 小学館クリエイティブ

186.7 梵字のきほん 橋本 秀範 メイツユニバーサルコンテンツ

186.9 御朱印でめぐる全国のお寺 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

192.5 アメリカの教会 橋爪 大三郎 光文社

200　歴史・地理

204 歴史の屑拾い 藤原 辰史 講談社

209.3 アトランティス=ムーの系譜学 庄子 大亮 講談社

210.3 風土記博物誌 三浦 佑之 岩波書店

210.4 むら人たちの生活モード 蔵持 重裕 勉誠出版

210.6 港町巡礼 稲吉 晃 吉田書店

213.6 江戸を知る 竹内 誠 敬文舎

220 家畜の考古学 菊地 大樹 雄山閣

227.4 ヒッタイトに魅せられて 大村 幸弘 山川出版社

232 全ての叡智はローマから始まった 藤谷 道夫 さくら舎

288.3 大奥御用商人とその一族 畑 尚子 岩波書店

289.1ｻｸﾗ 79歳、食べて飲んで笑って 桜井 莞子 産業編集センター

289.1ﾆｼｶ 天路の旅人 沢木 耕太郎 新潮社

289.3ｸﾚﾝ マーガレット王女とわたし アン・グレンコナー 白水社

290.9 世界から忘れられた廃墟   トラビス・エルボラフ 日経ナショナルジオグラフィック

No.272（2022年12月号） 2022.11.1～2022.11.30 受入図書の一部を掲載
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等

291.3 大学的相模ガイド 塚田 修一 昭和堂

291.3 るるぶ温泉&宿関東 甲信越 JTBパブリッシング

291.6 るるぶ温泉&宿関西 中国 四国 2022 JTBパブリッシング

292.9 シベリアのビートルズ 多田 麻美 亜紀書房

293.7 イタリアの美しい村を歩く 中山 久美子 東海教育研究所

300　社会科学

302.3 迷える東欧 三木 幸治 毎日新聞出版

304 2023年日本はこうなる 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 東洋経済新報社

316.8 地図でスッと頭に入る世界の民族と紛争 祝田 秀全 昭文社

318.6 データで読む地域再生 日本経済新聞社 日経BP日本経済新聞出版

319.3 宗教地政学から読み解くロシア原論 中田 考 イースト・プレス

324.7 親が元気なうちに始めておきたい不動産相続 古尾谷 裕昭 合同フォレスト

329.9 隣人のあなた 安田 菜津紀 岩波書店

333.8 わたしたちの暮らしは世界とつながっている 谷本 寛治 千倉書房

336.1 日本流DX 各務 茂雄 東洋経済新報社

336.4 ユーモアは最強の武器である ジェニファー・アーカー 東洋経済新報社

338.5 メガバンク銀行員ぐだぐだ日記 目黒 冬弥 三五館シンシャ

345.3 いちばんわかりやすい確定申告の書き方 2023年版 土屋 裕昭 ダイヤモンド社

350.2 数字はつくられた 佐藤 正広 東京外国語大学出版会

361.4 ズルい言い換え事典 齊藤 勇 日本文芸社

362 我々はどこから来て、今どこにいるのか? 上・下 エマニュエル・トッド 文藝春秋

366.02 年収443万円 小林 美希 講談社

367.7 死ねない老人 杉浦 敏之 幻冬舎

369.4
病気をもつ子どもと家族のための
「おうちで暮らす」ガイドブックQ&A

前田 浩利 メディカ出版

371.3 ブラック化する教育 2019-2022 大内 裕和 青土社

373.4 奨学金、借りたら人生こうなった 千駄木 雄大 扶桑社

376.1 とことん1・2歳児のおりがみあそび 佐藤 ゆみこ チャイルド社

376.8 中学受験を考えたときに読む本 矢萩 邦彦 二見書房

378.8 「見る力」が弱い子どもへのサポートQ&A 奥村 智人 読書工房

379.9 子どもが伸びる親のことば 榎本 博明 河出書房新社

383.8 生き物をうさがみそーれー 盛口 満 八坂書房

385.6 幸せな人生のしまい方 ニチリョク 主婦の友社

392.1 日本人と自衛隊 アーロン・スキャブランド 原書房

400　自然科学

410.4 世界が面白くなる!身の回りの数学 佐々木 淳 あさ出版

421 無とは何か ニュートンプレス

437 よくわかる最新有機化学の基本と仕組み 齋藤 勝裕 秀和システム

443.9 宇宙の終わりに何が起こるのか ケイティ・マック 講談社

451 お天気ハンター、異常気象を追う 森 さやか 文藝春秋

467.2 コード・ブレーカー 上・下 ウォルター・アイザックソン 文藝春秋

471.7 タネは旅する 中西 弘樹 八坂書房

481.7 魚は数をかぞえられるか? ブライアン・バターワース 講談社

488.1 作ろう!フライドチキンの骨格標本 志賀 健司 緑書房

489.5 パンダが日本にやってきた! 日本パンダ保護協会 朝日新聞出版

489.5 犬だけの世界 ジェシカ・ピアス 青土社

490.1 寿命が尽きる2年前 久坂部 羊 幻冬舎
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等

491.3 今と未来がわかる脳と心 毛内 拡 ナツメ社

492.9 ユマニチュードへの道 イヴ・ジネスト 誠文堂新光社

493.2 心不全がわかる本 佐藤 直樹 講談社

493.7 若年性認知症の人や家族への支援のきほん 沖田 裕子 中央法規出版

493.7 見るだけでわかる!認知症が進まない話し方 吉田 勝明 青春出版社

494.2 異種移植 山内 一也 みすず書房

495.4 私の半分はどこから来たのか 大野 和基 朝日新聞出版

497 新しい歯の教科書 東京医科歯科大学 池田書店

498.3 究極の疲れない脳 内野 勝行 アチーブメント出版

498.5 フードリテラシーを高めよう! 下野 房子 大修館書店

498.5 脂肪を落としたければ、食べる時間を変えなさい 柴田 重信 講談社

498.9 顔のない遭難者たち クリスティーナ・カッターネオ 晶文社

500　工学・家庭

501.8 アイデアとかデザインとか 青木 亮作 翔泳社

515 世界の美しい橋 デイヴィッド・ロス著 原書房

519 地球をハックして気候危機を解決しよう トーマス・コスティゲン インターシフト

520.8 世界の美しい城 フィリス・G.ジェスティス著 原書房

526.1 新宗教と巨大建築 五十嵐 太郎 青土社

527.1 間取りの解剖図鑑 本間 至 エクスナレッジ

536 未来の乗り物図鑑 スーツ KADOKAWA

538.9 宇宙開発の不都合な真実 寺薗 淳也 彩図社

540.9 ブラックアウト 井伊 重之 ビジネス社

588.5 ワインは楽しい! オフェリー・ネマン パイインターナショナル

588.5 世襲と経営 泉 秀一 文藝春秋

589.2 大人になったら、着たい服 '22-'23秋冬 主婦と生活社

593.3 型紙なしでまっすぐ縫いの着物リメイク 松下 純子 日本ヴォーグ社

594 ハンドメイドのミニ財布 日本ヴォーグ社

594.3 指が出せる棒針編みの2wayミトン みぞはた ひろみ アップルミンツ

594.3 自分サイズのセーターを編む 西村 知子 小学館

594.8 she is matilda.365日ドライフラワーのある風景 山下 有世 日東書院本社

596ｳｴﾀ ニューワンパンレシピ 上田 淳子 主婦の友社

596ｵﾀ 「だけでいい」日常の料理 小田 真規子 大和書房

596ﾖｼｻ 一生使えるスープと汁もの大全 吉澤 まゆ 池田書店

596.04 パセリカレーの立ち話 平松 洋子 プレジデント社

596.3 教養としての「焼肉」大全 松浦 達也 扶桑社

596.3 毎日おにぎり365日 日々おにぎり ゆこ 自由国民社

596.6 魅惑の井村屋あずき茶房 井村屋株式会社 主婦の友社

596.7 コーヒープラネット ラニ・キングストン グラフィック社

597.5 一生、片づく家になる! 水越 美枝子 エクスナレッジ

600　産 業

601.1 山奥ビジネス 藻谷 ゆかり 新潮社

625.6 イチジクの歴史 デイヴィッド・C.サットン 原書房

645.6 図書館司書32人が選んだ犬の本棚 高野 一枝 郵研社

659 狩女のすすめ ジビエふじこ 緑書房

673.3 カスハラ対策実務マニュアル 香川 希理 日本加除出版

674 話題にしてもらう技術 加藤 恭子 技術評論社

686.7 列車ダイヤのはなし 富井 規雄 成山堂書店
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等

689 観光経済学 山内 弘隆 有斐閣

689.06 スキー場は夏に儲けろ! 和田 寛 東洋経済新報社

693.8 最新世界切手地図 江波戸 昭 切手の博物館

699.6 リアリティ番組の社会学 ダニエル・J.リンデマン 青土社

700　芸術・体育

702.1 土偶美術館 小川 忠博 平凡社

702.1 美術家たちの学生時代 功刀 知子 芸術新聞社

723 西洋絵画を知る100章 田中 正之 平凡社

725 動物をリアルに描く ミシェル・ローリセラ グラフィック社

726.5 ムーミンとトーベ・ヤンソン ポール・グラヴェット 河出書房新社

743 名画から学ぶ写真の見方・撮り方 東京カメラ部 翔泳社

759 いくつになってもぬいぐるみ愛 松原 敬三 彩流社

763.2 練習しない子のためのピアノレッスン 山本 美芽 音楽之友社

769.1 生きてりゃ踊るだろ 辻本 知彦 文藝春秋

778.2 ポワロと私 デビッド・スーシェ 原書房

778.7 新海誠 土居 伸彰 集英社

783.4 サッカーはなぜ11人対11人で戦うのか? ルチアーノ・ウェルニッケ 扶桑社

789.2 視覚障害者柔道の歴史 伊藤 友治 桜雲会

793 花を飾る 増田 由希子 家の光協会

797.2 トランプゲーム大全<2人用> 田中.ROM スモール出版

800  語 学

810.4 謙虚で美しい日本語のヒミツ 呉 善花 ビジネス社

816 書く力 鷲巣 力 集英社

816.4 これだけは知っておきたい公用文の書き方・用字用語例集 渡辺 秀喜 日本加除出版

816.5 大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊 淳子 研究社

830 映画に学ぶ英語 川口 恵子 教育評論社

900　文 学

(日本文学)

902.1 ポエトリー・ドッグス 斉藤 倫 講談社

902.8 作家たちの手紙 マイケル・バード マール社

910.2ｾﾄｳ 瀬戸内寂聴 河出書房新社

910.2 女を書けない文豪たち イザベラ・ディオニシオ KADOKAWA

911.56ｳﾁﾀ 詩303P 内田 麟太郎 303 BOOKS

913.6ｱｵﾔ 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人 双葉社

913.6ｱｵﾔ 月の立つ林で 青山 美智子 ポプラ社

913.6ｱｻﾉ おもみいたします あさの あつこ 徳間書店

913.6ｱﾍ 金環日蝕 阿部 暁子 東京創元社

913.6ｲｼｲ まあたらしい一日 いしい しんじ BL出版

913.6ｲﾁﾎ 光のとこにいてね 一穂 ミチ 文藝春秋

913.6ｳｹﾂ 変な絵 雨穴 双葉社

913.6ｵﾇﾏ 古い画の家 小沼 丹 中央公論新社

913.6ｷｸﾁ ニャタレー夫人の恋人 菊池 良 幻冬舎

913.6ｻｸﾗ カサンドラのティータイム 櫻木 みわ 朝日新聞出版

913.6ﾁﾈﾝ 機械仕掛けの太陽 知念 実希人 文藝春秋

913.6ﾏﾘ さっちゃんは、なぜ死んだのか? 真梨 幸子 講談社

913.6ﾐｽｷ 女の敵には向かない職業 水生 大海 光文社

913.6ﾐﾔｷ 馬上の星 宮城谷 昌光 中央公論新社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等

913.6ﾔﾏﾀ サブスクの子と呼ばれて 山田 悠介 河出書房新社

913.6ﾖﾈｻ 栞と嘘の季節 米澤 穂信 集英社

913.6 モノガタリは終わらない モノガタリプロジェクト 集英社

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ﾊﾔｼ 成熟スイッチ 林 真理子 講談社

914.6 おいしいアンソロジー お弁当 大和書房

915.6ﾔﾏﾓ 無人島のふたり 山本 文緒 新潮社

916ﾂｶﾓ いただきますの山 束元 理恵 ミチコーポレーション

（外国文学）

923.7 文城 余 華 中央公論新社

930.2 シャーロック・ホームズ・バイブル 日暮 雅通 早川書房

933.7ｴｲｹ ルビーが詰まった脚 ジョーン・エイキン 東京創元社

933.7ﾊﾚﾂ ペインフル・ピアノ 上・下 サラ・パレツキー 早川書房

933.7ﾓﾝｺ 赤毛のアン ルーシイ・モード・モンゴメリ 興陽館

933.7ﾗﾝｸ 彼女は水曜日に死んだ リチャード・ラング 東京創元社

933.7ﾜｲﾙ フローリングのお手入れ法 ウィル・ワイルズ 東京創元社

953.7 どんなふう サミュエル・ベケット 河出書房新社

989.4 シェフチェンコ詩集 シェフチェンコ 岩波書店

【参考図書】

031 現代用語の基礎知識 2023 自由国民社 自由国民社

318.03 全国市町村要覧 令和04年版 市町村要覧編集委員会 第一法規

335.03 全国企業あれこれランキング 2023 帝国データバンク

390.3 統計図表レファレンス事典 日外アソシエーツ株式会社 日外アソシエーツ

816.07 感情表現新辞典 中村 明 東京堂出版

(郷土資料)

K314 流山市議会会議録 令和4年9月 流山市議会事務局 流山市議会

K517 利根川は東京湾へ戻りたがる 青木 更吉 さきたま出版会

【児童図書】

007 ネットリテラシー・パーフェクトガイド 稲葉 茂勝 新日本出版社

007 ウソがはびこるネット社会を生き残れ! 1 佐藤 和紀 フレーベル館

141 13歳からの「集中力」向上バイブル 森 健次朗 メイツユニバーサルコンテンツ

202 そうだったのか!国の名前由来ずかん 西村 まさゆき ほるぷ出版

234 ホロコーストを生きぬいた6人の子どもたち キャス・シャックルトン 合同出版

310 10代のうちに知っておきたい政治のこと 越智 敏夫 あかね書房

368 こどもサバイバル 1 舟生 岳夫 フレーベル館

369 みんなが過ごしやすい町のバリアフリー 1～5 川内 美彦 小峰書店

383 屋根のうえのバトンリレー 横塚 眞己人 ほるぷ出版

404 大好きなことを研究する科学者になろう!! 宇宙編 理化学研究所 扶桑社

404 大好きなことを研究する科学者になろう!! 生物編 理化学研究所 扶桑社

479 タンポポのたんけん おくやま ひさし 少年写真新聞社

482 はじめての動物地理学 増田 隆一 岩波書店

486 はねるまゆを追いかけて 谷本 雄治 文研出版

488 野鳥のレストラン 森下 英美子 少年写真新聞社

519 サステナブル・プラネット アンナ・クレイボーン 評論社

611 お金に頼らず生きたい君へ 服部 文祥 河出書房新社

611 未来の食べもの大研究 石川 伸一 PHP研究所

645 保護ねこ活動ねこかつ! 高橋 うらら 岩崎書店
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等

645 バンドゥーラ ウィリアム・グリル 評論社

686 うみのでんしゃぼくらの江ノ電 中島 章作 小峰書店

757 すごすぎる色の図鑑 ingectar‐e KADOKAWA

783 おぼえようバレーボールのルール 小柴 滋 ベースボール・マガジン社

913ｵｵ ヘビくんブランコくん おおぎやなぎ ちか アリス館

913ｵｻ きみの鐘が鳴る 尾崎 英子 ポプラ社

913ｶｼ ぐうたら魔女ホーライ来る! 柏葉 幸子 理論社

913ｺﾃ ごはん食べにおいでよ 小手鞠 るい 講談社

913ｺﾃ 星空としょかんのジュリエット 小手鞠 るい 小峰書店

913ｺﾃ うさぎタウンのパン屋さん 小手鞠 るい 講談社

913ｼｶ ベランダのあの子 四月猫あらし 小峰書店

913ﾊｾ ホカリさんとふゆのおくりもの はせがわ さとみ 文溪堂

913ﾎﾘ わたしたちの歌をうたって 堀 直子 文研出版

913ﾎﾝ 勇気を出して、はじめの一歩 本田 有明 小峰書店

913ﾏﾊ クイズ研究会チームスリー まはら 三桃 金の星社

913ﾑﾗ 奉還町ラプソディ 村中 李衣 BL出版

933ｸﾗ だれもしらない小さな家 エリナー・クライマー 岩波書店

933ﾊﾂ グリマー・クリークの奇跡 ステイシー・ハックニー 評論社

933ﾓﾊ スノーマン マイケル・モーパーゴ 評論社

953ﾌｵ ロザリーのひみつ指令 ティモテ・ド・フォンベル あかね書房

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱﾗ ゆきのげきじょう 荒井 良二 小学館

Eｲｶ にだんべっど 五十嵐 大介 あかね書房

Eｲｼ でんしゃがきた! 石橋 真樹子 福音館書店

Eｳｲ ちいさいフクロウとクリスマスツリー ジョナ・ウィンター 鈴木出版

Eｳｴ ねずみくんだーれだ? 上野 紀子 ポプラ社

Eｴｶ クリスマスのおとしもの えがしら みちこ 講談社

Eｴﾘ なんなんなん? カーソン・エリス 小学館

Eｶﾙ ごちゃまぜカメレオン エリック・カール 偕成社

Eｶﾜ ピージョのごちそう祭り 川端 誠 偕成社

Eｸﾄ ノラネコぐんだんうみのたび 工藤 ノリコ 白泉社

Eｸﾘ 日曜日のはじめちゃん クリハラ タカシ 福音館書店

Eｺｲ すきなものがちがうけど イヴ・コイ ほるぷ出版

Eｼﾖ こぎつねのとくべつなクリスマス リチャード・ジョーンズ 岩崎書店

Eﾃﾐ マリー・キュリー デミ 光村教育図書

Eﾃﾕ 化石のよぶ声がきこえる サンドラ・デュメイ くもん出版

Eﾄﾛ 歯のひみつ マリオナ・トロサ・システレ あすなろ書房

Eﾆｼ アントンせんせいこまったときはおたがいさま 西村 敏雄 講談社

Eﾌｵ ネズミのミーナ マシュー・フォーサイス 化学同人

Eﾌﾘ コールテンくんのポケット ドン・フリーマン 好学社

Eﾌﾛ いろってなあに? アリス・プロベンセン KTC中央出版

Eﾏﾙ ふんがふんが 丸山 誠司 絵本館

Eﾐｳ みち 三浦 太郎 あすなろ書房

Eﾐﾉ かるがものクッカ 箕輪 義隆 アリス館

Eﾓﾓ すいどう 百木 一朗 福音館書店

Eﾘﾝ きょうりゅうバスでがっこうへ リン シャオペイ 世界文化ブックス

Eﾙﾍ あくたれラルフのクリスマスプレゼント ニコール・ルーベル 出版ワークス
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