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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

【一般図書】

000　総 記

002 自由に生きるための知性とはなにか 立命館大学教養教育センター 晶文社

007.04 となりのアルゴリズム 篠田 裕之 光文社

007.3 メタバース×ビジネス革命 西田 宗千佳 SBクリエイティブ

007.3
最新LINE&Instagram & Twitter &
Facebook & TikTokゼロからやさしくわかる本

桑名 由美 秀和システム

007.5 調べる技術 小林 昌樹 皓星社

007.6 ワークマン式エクセル 土屋 哲雄 日経BP

007.6 スマホまねるだけ講座 岡嶋 裕史 扶桑社

019.2 わたしたち、子どもの本の応援団 越高 令子 かもがわ出版

019.5 児童書作家の思いつき 杉山 亮 仮説社

021 ライター入門、校正入門、ずっと入門。 中嶋 泰 扶桑社

021.2 著作権法入門 2022-2023 文化庁 著作権情報センター

100　哲 学

100 一冊でつかむ哲学 ポール・クラインマン 河出書房新社

114.2 ロボット学者が語る「いのち」と「こころ」 石黒 浩 緑書房

116 論理的思考力を高めるパラドックス大事典 ニュートンプレス

134.9 言語ゲームの練習問題 橋爪 大三郎 講談社

140.4 僕という心理実験 妹尾 武治 光文社

140.4 しぐさで心理を読む方法 山辺 徹 河出書房新社

146.1 こころの葛藤はすべて私の味方だ。 チョン ドオン ダイヤモンド社

146.8 親は選べないが人生は選べる 高橋 和巳 筑摩書房

151.6 幸福学の先生に、聞きづらいことぜんぶ聞く 前野 隆司 大和書房

159 成熟とともに限りある時を生きる ドミニック・ローホー 講談社

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

159.7 70歳からの感情的にならない生き方 和田 秀樹 コスミック出版

164.3 ローマ神話物語百科 マーティン・J.ドハティ 原書房

188.8 励ます禅語 金嶽 宗信 東洋経済新報社

193 聖書の王 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

209 一気読み世界史 出口 治明 日経BP

209.2 人間のはじまりを生きてみる チャールズ・フォスター 河出書房新社

210.4 日本史を暴く 磯田 道史 中央公論新社

210.4 徳川家康の地政学 小和田 哲男 成美堂出版

222.01 中国全史 上・下 マイケル・ウッド 河出書房新社

223.7 一冊でわかるタイ史 柿崎 一郎 河出書房新社

234 「笛吹き男」の正体 浜本 隆志 筑摩書房

242.03 ツタンカーメン100年 河江 肖剰 日経ナショナルジオグラフィック

281.04 教科書では絶対教えない偉人たちの戦後史 倉山 満 ビジネス社

中　央　 図　書　館　(04)7159-4646

こ ど も 図　書　館　(04)7159-7041
初　 石　 分　 館　　(04)7154-9100
北　 部　 分　 館　  (04)7154-8000

南流山地域図書館　(04)7159-4000
木　の　 図　書　館　(04)7145-8000
森　の　 図　書　館　(04)7152-3200

No.273（2023年1月号） 2022.12.1～2022.12.31 受入図書の一部を掲載

- 1 -



 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

289.1ﾓﾘｼ バブルの王様 森 功 小学館

290.9 冒険・探検・歩く旅の食事の歴史物語 デメット・ギュゼイ 原書房

291.08 いちばん心ときめく季節の日本の城と絶景 MdN編集部 エムディエヌコーポレーション

291.3 るるぶ千葉房総 '24 JTBパブリッシング

291.3 乙女の東京案内 甲斐 みのり 左右社

291.5 スーツの東海道五十三次自転車の旅 スーツ 二見書房

291.6 京都不案内 森 まゆみ 世界思想社

293.5 TIMELESS PARIS マラン・モンタギュ ホビージャパン

297.1 オーストラリア大全 田中 豊裕 大学教育出版

300　社会科学

304ｸﾛｶ 考えよ、問いかけよ 黒川 清 毎日新聞出版

309.3 虚ろな革命家たち 佐賀 旭 集英社

314.1 世襲 中川 右介 幻冬舎

318.6 公民連携まちづくり事例&解説 日経アーキテクチュア 日経BP

319.3 ウクライナ戦争 小泉 悠 筑摩書房

320 オタク六法 小林 航太 KADOKAWA

333.8 地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック イヴェット・ヴェレ 原書房

334.4 日本に住んでる世界のひと 金井 真紀 大和書房

336.2 問題発見の教科書 高岡 浩三 朝日新聞出版

336.4 「コミュ障」でもしっかり伝わる話し方 桐生 稔 PHPエディターズ・グループ

336.4 相手に刺さる話し方 伊庭 正康 フォレスト出版

336.9 インボイスにそなえる本 中島 典子 宝島社

361.04 ノスタルジアとユートピア 若林 幹夫 岩波書店

361.4 話し方の正解 桐生 稔 かんき出版

364 15歳からの社会保障 横山 北斗 日本評論社

365.3 まもられなかった人たち 兵庫県震災復興研究センター クリエイツかもがわ

366.02 「働き方改革」の人類史 尾登 雄平 イースト・プレス

367.3 定年後夫婦のリアル 大江 英樹 日本実業出版社

367.6 もうすぐ死に逝く私からいまを生きる君たちへ 水谷 修 鳳書院

369.1 介護事業DX 齋藤 直路 秀和システム

371.4 子どもが孤独(ひとり)でいる時間(とき) エリース・ボールディング こぐま社

377.2 日本の「学歴」 橘木 俊詔 朝日新聞出版

383.8 名画のティータイム Cha Tea紅茶教室 創元社

385.6 図説大切な人が亡くなったあとの届け出・手続き 曽根 恵子 宝島社

385.9 きもちを贈る 杉浦 さやか ワニブックス

387 お守りを読む 鳥居本 幸代 春秋社

392.1 桜華 武田 頼政 文藝春秋

400　自然科学

404ｻﾏｷ 科学オモテウラ大事典 左巻 健男 東洋館出版社

410.4 見て楽しむ数のふしぎショートストーリー200 ジュリア・コリンズ 丸善出版

417 統計のはなし 大村 平 日科技連出版社

425 よくわかる最新光工学の基本と仕組み 小野 明 秀和システム

440.4 天文学者は星を観ない シム チェギョン 亜紀書房

449.3 手づくり二十四節気 平野 恵理子 ハーパーコリンズ・ジャパン

452.9 ふしぎで美しい水の図鑑 武田 康男 緑書房
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

455
身のまわりのあんなことこんなことを
地質学的に考えてみた

渡邉 克晃 ベレ出版

468 流されて生きる生き物たちの生存戦略 吉村 真由美 築地書館

470.4 植物考 藤原 辰史 生きのびるブックス

480 イノチノウチガワ アリー・ファン・ト・リート 実業之日本社

488.9 とことんエナガ、シマエナガ BIRDER編集部 文一総合出版

490.9 ますますつぶやき養生 櫻井 大典 幻冬舎

491.3 未知なる人体への旅 ジョナサン・ライスマン NHK出版

492.9 検査のしくみ・検査値の読み方 西崎 泰弘 日本実業出版社

493.7 精神科医が語る発達障害のすべて ニュートンプレス

493.7 ゆるーく、ととのうこころ漢方 櫻井 大典 ナツメ社

493.9 思春期の心と社会 小野 善郎 福村出版

496.6 隣の聞き取れないひと 五十嵐 大 翔泳社

498.07 これからのヘルスリテラシー 中山 和弘 講談社

498.3 若返りの医学 太田 博明 さくら舎

498.5 NHK出版健やかな毎日のための栄養大全 上西 一弘 NHK出版

498.7 チャイルド・デス・レビュー フロントラインプレス取材班 旬報社

498.8 復職のためのセルフ・トレーニング・ワークブック 中村 美奈子 金剛出版

500　工学・家庭

519 気候変動と環境危機 グレタ・トゥーンベリ 河出書房新社

523.1 東京建築さんぽマップ 松田 力 エクスナレッジ

527.1 間取りスケッチブック 松原 正明 エクスナレッジ

536.5 新幹線全車種コンプリートビジュアルガイド レイルウエイズグラフィック グラフィック社

549.8 よくわかる半導体の動作原理 西久保 靖彦 秀和システム

586.7 織物の文明史 ヴァージニア・ポストレル 青土社

589.2 今日着る服がない!を解決する魔法の呪文 佐藤 加奈子 TAC株式会社出版事業部

590 今やるのが、いちばんハヤイ!人生が整う「小片づけ」 井田 典子 主婦と生活社

590.4 すこやかなほうへ 小川 奈緒 集英社クリエイティブ

591 ひとりで楽しく生きるためのお金大全 板倉 京 ダイヤモンド社

594 ハギレのこもの ブティック社

594.3 余った毛糸で何つくる? ブティック社

594.9 時を超える幸せの針仕事 鷲沢 玲子 日本ヴォーグ社

596ｸﾂﾁ いろいろつくってきたけど、やっぱりこの味 ぐっち夫婦 扶桑社

596ｻｶｼ 野菜もりもりスープこそ最高のごちそう。 阪下 千恵 主婦と生活社

596.2 日本全国お雑煮レシピ 粕谷 浩子 池田書店

596.3 からだがよろこぶ副菜 齋藤 菜々子 誠文堂新光社

596.6 はじめまして、おやつ 若山 曜子 マガジンハウス

596.9 おいしい器のある暮らし タサン志麻 家の光協会

597.5 悩まない断捨離 南前 ひとみ ビジネス社

597.9 新!掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会 エクスナレッジ

599.04 3歳語辞典 101 小学館集英社プロダクション

600　産 業

610.4 振り返れば未来 山下 惣一 不知火書房

612.1 稀食満面 川内 イオ 主婦の友社

626 野菜売り場の歩き方 青髪のテツ サンマーク出版
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

645.6 保護犬と暮らすということ VOL.2 扶桑社

645.7 猫の介護ハンドブック 江本 宏平 ねこねっこ

668.8 真珠と大航海時代 山田 篤美 山川出版社

673.8 業務スーパーの競争しない経営 森本 守人 ダイヤモンド・リテイルメディア

673.9 火葬場奇談 下駄 華緒 竹書房

675.1 平成レトロの世界 山下 メロ 東京キララ社

683.9 港で働く 鑓田 浩章 ぺりかん社

687.7 JAL裁判 青山 透子 河出書房新社

689.5 ジブリパーク公式ガイドブック ジブリパーク

700　芸術・体育

702.07 青春20世紀美術講座 新見 隆 東京美術

721.8 江戸パンク! 春木 晶子著 パイインターナショナル

721.8 楽しい絵本・葛飾北斎『富嶽百景』を読む 有泉 豊明 目の眼

726.5 白髪の国のアリス 田村 セツコ 集英社

726.6 ターシャ・テューダーの子育て セス・テューダー 河出書房新社

727 そもそものデザインのりくつ シブヤ 領一 翔泳社

728 まいにちゆるふで ふでこ 日東書院本社

757.04 半径50メートルのセカイ 佐藤 オオキ CCCメディアハウス

757.3 色数は少ないほうがかっこいい! Power Design Inc. ソシム

762.5 親愛なるレニー 吉原 真里 アルテスパブリッシング

778.2 唐突ながら ウディ・アレン 河出書房新社

779.1 江戸の暮らしと落語ことはじめ 三遊亭 兼好 KTC中央出版

782.02 史料と写真で見る陸上競技の歴史 岡尾 惠市 大修館書店

783.4 サッカー戦術の最前線 結城 康平 SBクリエイティブ

791.2 茶の湯の歴史を問い直す 橋本 素子 筑摩書房

798.5 はじめて学ぶビデオゲームの心理学 セリア・ホデント 福村出版

800  語 学

810.4 やっぱり悩ましい国語辞典 神永 曉 時事通信出版局

815.8 がんばらない敬語 宮本 ゆみ子 日経BP日本経済新聞出版

837 天声人語 2022秋 朝日新聞論説委員室 原書房

900　文 学

(日本文学)

901.3 感情を引き出す小説の技巧 ドナルド・マース フィルムアート社

910.2ﾌﾙｶ 負けない人生 古川 智映子 潮出版社

910.2 文豪と怪奇 東 雅夫 KADOKAWA

911.16 短歌のガチャポン 穂村 弘 小学館

913.4 平家物語 石母田 正 岩波書店

913.6ｱｵﾔ ユア・プレゼント 青山 美智子 PHP研究所

913.6ｶﾄﾉ イコトラベリング1948- 角野 栄子 KADOKAWA

913.6ｷﾀﾑ 水 北村 薫 新潮社

913.6ｷﾏﾀ どうする家康 1 木俣 冬 NHK出版

913.6ｻｲｼ うさぎ玉ほろほろ 西條 奈加 講談社

913.6ｼﾔｾ 君の地球が平らになりますように 斜線堂 有紀 集英社

913.6ﾄｳﾊ 風の値段 堂場 瞬一 小学館

913.6ﾅｶﾉ ゴッホの犬と耳とひまわり 長野 まゆみ 講談社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

913.6ﾇｴﾉ 君の教室が永遠の眠りにつくまで 鵺野 莉紗 KADOKAWA

913.6ﾊﾔｾ 十二月の辞書 早瀬 耕 小学館

913.6ﾏﾂｲ 最後のひと 松井 久子 中央公論新社

913.6ﾏﾅﾍ もしも彼女が関ケ原を戦ったら 眞邊 明人 サンマーク出版

913.6ﾕｳｷ 方舟 夕木 春央 講談社

914.6ｴﾝﾄ フランスの街の夜 遠藤 周作 河出書房新社

914.6ｼｴﾝ おつかれ、今日の私。 ジェーン・スー マガジンハウス

914.6ﾁﾊﾔ こりずにわるい食べもの 千早 茜 ホーム社

914.6ﾑﾚ たりる生活 群 ようこ 朝日新聞出版

916ｺｶｼ 寿命が尽きるか、金が尽きるか、それが問題だ こかじ さら WAVE出版

916ﾀｹﾀ ある行旅死亡人の物語 武田 惇志 毎日新聞出版

（外国文学）

929.5 ペストの夜 上・下 オルハン・パムク 早川書房

933.7ｸﾘﾝ ステイト・オブ・テラー ヒラリー・R.クリントン 小学館

933.7ｾﾝﾌ バーナデットをさがせ! マリア・センプル 彩流社

933.7 惑う星 リチャード・パワーズ 新潮社

934.7ﾙｸｲ 私と言葉たち アーシュラ・K.ル=グウィン 河出書房新社

953.7 犬が尻尾で吠える場所 エステル=サラ・ビュル 作品社

989.8 瞬間 ヴィスワヴァ・シンボルスカ 未知谷

【参考図書】

025.1 書誌年鑑 2022 有木 太一 日外アソシエーツ

071 日本経済新聞縮刷版 2022-10 日本経済新聞社

351 日本統計年鑑 第72回(2023) 総務省統計局 日本統計協会

403.6 理科年表 第96冊(令和5年) 国立天文台 丸善出版

(郷土資料)

K211 流山市市内遺跡発掘調査報告書 令和２年度 流山市教育委員会 流山市教育委員会

【児童図書】

031 くらべる図鑑 加藤 由子 小学館

146 書いてスッキリ心が元気になる方法 3 加藤 史子 くもん出版

193 はじめての聖書物語 サリー・タグホルム 創元社

209 人類の物語 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

289ｾｷ コレラを防いだ男 関寛斎 柳原 三佳 講談社

291 都道府県別日本の地理データマップ 1～8 小峰書店

367 好きのありかた 佐々木 掌子 国土社

375 めざせ、イグ・ノーベル賞!?おもしろ自由研究 2 沼田 晶弘 汐文社

435 空気のふしぎ 荒舩 良孝 岩崎書店

440 藤井旭の天文年鑑 2023年版 藤井 旭 誠文堂新光社

484 ずかん貝のからだ 清水 洋美 技術評論社

486 昆虫変態図鑑 川邊 透 ポプラ社

488 鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑 小宮 輝之 カンゼン

510 そうだったのか!まちのひみつ図鑑 チャイルド本社

519 大きな大きな大きな足あと ロブ・シアーズ 創元社

645 世界の探知犬図鑑 「探知犬図鑑」編集委員会 文研出版

686 ぐんぐんはしれちゅうおうせん 中島 章作 小峰書店

754 紙ヒコーキで遊ぼう!飾ろう! 戸田 拓夫 いかだ社
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 分 類 書　　　　　　　　　　　　　　名 編  著  者  等 出  版  社

911.5ｳﾁ たんぽぽぽぽぽ 内田 麟太郎 銀の鈴社

913ｱﾝ かがみのなかのボクとぼく あんず ゆき 文研出版

913ｲｿ それで、いい! 礒 みゆき ポプラ社

913ｵﾉ オハヨウどろぼう おの りえん 理論社

913ｸｻ 魔女のなみだのクッキー 草野 あきこ PHP研究所

913ｻｲ いちねんじゅうおばけずかん 斉藤 洋 講談社

913ｼﾝ すずめの戸締まり 新海 誠 KADOKAWA

913ﾀﾙ ガオガオきょうりゅうのよる たるいし まこ あかね書房

913ﾂｼ ツクルとひみつの改造ボット 辻 貴司 岩崎書店

913ﾐﾔ ちいさなトガリネズミ みやこし あきこ 偕成社

913ﾑﾗ 地下室の日曜日 村上 しいこ 講談社

913ﾑﾗ ピースがうちにやってきた 村上 しいこ さ・え・ら書房

913ﾖｼ 2番めにすき 吉野 万理子 くもん出版

933ｵｽ ヒマラヤ白銀のゴースト メアリー・ポープ・オズボーン KADOKAWA

933ｶﾙ ダーウィンのドラゴン リンゼイ・ガルビン 小学館

943ﾌﾌ 箱舟に8時集合! ウルリヒ・フーブ 岩波書店

(絵 本)　＊絵本については画家名による分類です

Eｱｵ おうちすいえいたいかい 青山 友美 文研出版

Eｱﾍ あべ弘士のシートン動物記 5 あべ弘士 Gakken

Eｲ パライパンマンマ イ ジウン ポプラ社

Eｲｼ 火の雨氷の雨 いしくら きんじ 小峰書店

Eｲﾇ まほうのともだちベンチ ダニエル・イグヌス 化学同人

Eｳｴ りすとかえるのあめのたび うえだ まこと BL出版

Eｵﾂ 鳥をつくる マット・オットリー 化学同人

Eｷﾀ へんしんじどうしゃえんこくん 北田 卓史 小峰書店

Eｹﾒ ブラディとトマ フィリップ・ド・ケメテール BL出版

Eｺﾔ かえりみちとっとこ こやま ともこ 岩崎書店

Eｻﾗ 木になろう! フェリシタ・サラ 評論社

Eｼﾊ かぼちゃスープのおふろ 柴田 ケイコ 小学館

Eｽｽ ぐいーん!こうしょさぎょうしゃ 鈴木 まもる 偕成社

Eﾀｶ いまがいい たかだ しんいち 文研出版

Eﾀｹ ひ・る・ご・は・ん! 武田 美穂 ほるぷ出版

Eﾀｹ あなたがおなかのなかにいたとき 嶽 まいこ アリス館

Eﾀｼ 20ぴきのおしょうがつ たしろ ちさと ひかりのくに

Eﾄﾘ げんきになったよこりすのリッキ とりごえ まり 偕成社

Eﾊｽ 気候変動のれきし エイミー・ハズバンド 絵本塾出版

Eﾋﾝ ちいさなちいさなヤクのガーティ ケイト・ヒンドリー 岩崎書店

Eﾌｲ にじいろのさかなとおはなしさん マーカス・フィスター 講談社

Eﾌｼ わたしはどこでしょう? 藤川 智子 講談社

Eﾍﾗ 絵で旅する国境 ヘラン 文研出版

Eﾏｸ 点 ジャンカルロ・マクリ 講談社

Eﾖｼ おせちのおしょうがつ 吉田 朋子 世界文化ワンダークリエイト

Eﾗﾃ まいごのたまご アレックス・ラティマー KADOKAWA

Eﾛｺ パンダのずかん roko Gakken
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