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巻冊
コー
ナー

書名（本の題名） 著者 出版社

1 007 ヨ はじめての今さら聞けないインスタグラム 吉岡　豊著 秀和システム

2 019 ク 100歳まで読書　「死ぬまで本を読む」知的生活のヒント 轡田　隆史著 三笠書店

3 019 マ ソロモン諸島でビブリオバトル　ぼくが届けた本との出会い 益井　博史著 子どもの未来社

4 070 イ 伝える仕事 池上　彰著 講談社

5 140 タ 図解心理学用語大全　人物と用語でたどる心の学問
田中　正人編著
齊藤　勇監修
玉井　麻由子イラスト

誠文堂新光社

6 162 シ 教養としての世界宗教史 島田　裕巳著 宝島社

7 210 マ 今につながる日本史 丸山　淳一著
中央公論事業出版発行

中央公論社発売

8 237 イ 一冊でわかるイタリア史 北原　敦監修 河出書房新社

9 304 サ 言語道断 櫻井　よしこ著 新潮社

10 317 コ 公文書危機　闇に葬られた記録 毎日新聞取材班著 毎日新聞出版

11 320 カ おとめ六法
上谷　さくら
岸本　学著
Ｃａｈｏイラスト

KADOKAWA

12 326 キ 新書 塀の中の事情　刑務所で何が起きているか 清田　浩司著 平凡社

13 331 イ
12歳の少女が見つけたお金のしくみ
小学6年生がやさしく解き明かした経済学の基本

泉　美智子著
水元　さきの漫画
モドロカイラスト
佐和　隆光監修
久谷　里紗原案

宝島社

14 331 ナ 新書 日本経済学新論　渋沢栄一から下村治まで 中野　剛志著 筑摩書房

15 336 カ 80分でマスター！ガチ即決算書入門 金川　顕教著 扶桑社

16 336 デ できるテレワーク入門　在宅勤務の基本が身に付く本
法林　岳之
清水　理央
できるシリーズ編集部

インプレス

17 336 ヤ

脱自己流の資料作成術
伝わるデザインと図解作成テクニック
豊富な作例でコツがつかめる

山橋　美穂著 ナツメ社

18 338 ビ お金のしくみを知りかしこく扱う方法
ジェーン・ビンハム
ホリー・バシー著
小寺　敦子訳

東京書籍

19 350 カ
グラフのウソを見破る技術
マイアミ大学ビジュアル・ジャーナリズム講座

アルベルト・カイロ著
薮井　真澄訳

ダイヤモンド社

20 364 コ 交通事故が労災だったときに知っておきたい保険の仕組みと対応
後藤　宏
高橋　健
松山　純子共著

日本法令

21 366 シ 6 仕事に行ってきます　６　介護の仕事 埼玉福祉会出版部

22 366 シ 7 仕事に行ってきます　７　うどん屋の仕事 埼玉福祉会出版部

23 366 シ 8 仕事に行ってきます　８　魚屋の仕事 埼玉福祉会出版部

24 367 キ ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子著 文響社

25 368 サ 捜査一課式防犯BOOK　あなたとあなたの大切な人を守る 佐々木　成三著 アスコム

26 377 カ
僕たちはまだ、仕事のことを何も知らない。
私たちの未来

各務　展生原案
糸貫　律マンガ
木平　木綿構成

学研プラス

27 379 サ 2
佐々木正美の子育て百科　２
入園・入学後、子どもの心はどう成長するか

佐々木　正美著 大和書房

28 379 タ 自分で動ける子が育つ魔法の言いかえ　叱りゼロ！ 田嶋　英子著 青春出版社

29 382 ニ 郷土 日本近世生活絵引　琉球人行列と江戸編
『日本近世生活絵引』
琉球人行列と江戸編編纂

共同研究班編集

神奈川大学日本常民
文化研究所非文字資
料研究センター

30 411 ゴ 「代数」から「微積分」への旅
マイク・ゴールドスミス著
緑　慎也

創元社

31 420 タ
人物でよみとく物理
中学生・高校生・大学生のもっと知りたい！にこたえる

田中　幸
結城　千代子著
藤嶋　昭監修

朝日学生新聞社発行
朝日新聞発売

32 430 サ 一度読んだらクセになる！おもしろ化学ネタ50 齋藤　勝裕著 秀和システム

33 430 サ
図解身近にあふれる「化学」が3時間でわかる本
思わずだれかに話したくなる

齋藤　勝裕著 明日香出版社

34 440 ド コスモスいくつもの世界
アン・ドルーヤン著
藤井　留美訳
臼田ー佐藤　功美子日本語版監修

日経ナショナルジオグ
ラフィック社発行
日経BPマーケティング発売

35 481 ホ
海の極小！いきもの図鑑
誰も知らない共生・寄生の不思議

星野　修著 築地書館

令和２年８月登録本（一般向き）
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36 494 ヒ
間違いなく育毛がかなう本
抜け毛・薄毛で悩む人に伝えたい発毛・育毛の真実

東田　雪子著 現代書林

37 497 エ 新書 すべての不調は口から始まる 江上　一郎著 集英社

38 498 カ 家事
「やせ玉」腸活ダイエット
10kgの減量にたった4か月で成功した管理栄養士が教える

加勢田　千尋著 主婦と生活社

39 498 マ 歩く力　骨ストレッチ式ウォーキング 松村　卓著 文藝春秋

40 513 ジ 重機図説　世界の極大級・極小級マシン グラフィック社編集部編 グラフィック社

41 521 コ 古写真で見る幕末の城
三浦　正幸監修
來本　雅之編著

山川出版社

42 527 ズ
図解でわかる！エアコン1台で心地よい家をつくる方法
現行省エネ基準対応版

岡田　八十彦監修 エクスナレッジ

43 538 コ 20
航空管制官になる本　2020-2021
国家公務員「航空管制官」への道を完全収録

イカロス出版

44 557 ヤ 水産 日本の海と暮らしを支える海の地図　海図入門 八島　邦夫編著 古今書院

45 593 モ 家事
ナチュラルおせんたく大全
石けんの力ですっきり白くにおいがなくなる

本橋　ひろえ著 主婦の友社

46 594 カ 家事
かぎ針で編む色づかいがかわいいモチーフ・レシピ　アクセサ
リー、バッグ、ストール、マーガレット、愛らしい小物たち

ハマナカウオッシュコッ
トン＆フラックスで編み
物を楽しむ会編

日東書院本社

47 594 テ 家事
身のまわりのものでできる手作りマスク
ENGLISH＆JAPANESE　HADMADE　MASK
using　things　around　the　nouse

寺西　恵里子著 日東書院本社

48 594 ヌ 家事
布で作るかわいいお財布
ミニ財布からお財布ショルダーまで
26種類のお財布の作り方を掲載　わかりやすい写真付きレッスン

日本ヴォーグ社

49 596 ア 今さら聞けない料理のこつ　レシピ以前に知っておきたい 有元　葉子著 大和書房

50 596 シ 家事
野菜が長持ち＆使い切るコツ、教えます！
食品ロスをなくして節約！

島本　美由紀著 小学館

51 596 タ 98歳、石窯じーじのいのちのパン 竹下　晃朗著 筑摩書房

52 596 フ 家事 体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒200 福光　佳奈子著 秀和システム

53 599 イ
超★簡単音のゲームあそび
親子で！おうちで！さくっとできる！

井上　明美著
ヤマハミュージックエンタテイ
ンメントホールディングス

54 645 エ
あなたのペットが迷子になっても
ペット探偵が出会った人と動物の愛の物語

遠藤　匡王著 緑書房

55 709 サ 366日の世界遺産　1日1ページでたどる地球と人類の奇跡 小林　克己監修 三才ブックス

56 726 ア 赤羽末吉　絵本への一本道 コロナ・ブックス編集部編 平凡社

57 726 キ 90歳セツの新聞ちぎり絵 木村　セツちぎり絵 里山社

58 726 ス スズキコージの大魔法画集 スズキコージ著 平凡社

59 753 ユ 夢もまた青し　志村の色と言葉
志村　ふくみ
志村　洋子
志村　昌司著

河合書房新社

60 786 ジ
自宅でキャンプ
今日からできる！いちばん身近なアウトドア体験。

枻出版社

61 787 サ 水産
さかな・釣り検索
「特徴仕掛けさばき方」が分かる672頁超図鑑

つり人社編 つり人社

62 828 ニ
日本人が知りたい台湾人の当たり前
台湾華語リーディング

二瓶　里美
張　克柔著

三修社

63 910 ヤマ 文豪の悪態　皮肉・怒り・嘆きのスゴイ語彙力 山口　謠司著 朝日新聞出版

64 911 ナツ 夏井いつきの日々是「肯」日 夏井　いつき俳句・文 清流出版

65 914 アガ 老人初心者の覚悟 阿川　佐和子著 中央公論社

66 914 オサ なつかしい時間 長田　弘著 埼玉福祉会

67 914 ツツ 新書 老人の美学 筒井　康隆著 新潮社

68 914 トヤ 新書 老いの練習帳 外山　滋比古著 朝日新聞出版

69 916 イシ 「山奥ニート」やってます。 石井　あらた著 光文社

70 F アキ ヒソップ亭　湯けむり食事処 秋川　滝美著 講談社

71 F アマ 紅蓮浄土　石山合戦記 天野　純希著 KADOKAWA

72 F アヤ まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬　まる著 祥伝社

73 F イズ おっぱい先生 泉　ゆたか著 光文社

74 F オノ 食っちゃ寝て書いて 小野寺　史宜著 KADOKAWA

75 F カツ 結婚させる家 桂　望実著 光文社

76 F キタ 不良 北野　武著 集英社
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77 F クサ 生かさず、殺さず 久坂部　羊著 朝日新聞出版

78 F コセ 君はるか　古関裕而と金子の恋 古関　正裕著
集英社インターナショナル発行

集英社発売

79 F コン 任侠シネマ 今野　敏著 中央公論新社

80 F トオ 破局 遠野　遥著 河出書房新社

81 F ナカ カインの傲慢 中山　七里著 KADOKAWA

82 F ニシ 新書 呉・広島ダブル殺人事件 西村　京太郎著 双葉社

83 F ハセ 少年と犬 馳　星周著 文藝春秋

84 F ハム 1 散り椿　上 葉室　麟著 埼玉福祉会

85 F ハム 2 散り椿　下 葉室　麟著 埼玉福祉会

86 F フク 侵略者（アグレッサー） 福田　和代著 光文社

87 F マリ 縄紋 真梨　幸子著 幻冬舎

88 F ミナ カケラ 湊　かなえ著 集英社

89 F ミヤ きたきた捕物帖 宮部　みゆき著 PHP研究所


