
№ 分類
図書
記号

巻冊
コー
ナー 書名（本の題名） 著者 出版社

1 007 ウ 20 Windows　10は初期設定で使うな！　2020年最新版 日経PC21編
日経BP発行
日経BPマーケティング発売

2 007 オ 絵でわかるサイバーセキュリティ 岡嶋　裕史著 講談社

3 007 ハ いちばんやさしいスマートフォン超入門　Android対応 原田　和也著 SBクリエイティブ

4 007 ヒ
ひとりでできる！はじめてのスマホ100の困った！解決
ブック　100の困った！＆わからない！にお答えしま

　 NHK出版

5 007 マ YA AIエンジニアになるには 丸山　恵著 ぺりかん社

6 017 ワ
批判的思考力を育てる学校図書館　付：図書館利用記
録とプライバシー

渡邊　重夫著 青弓社

7 023 イ いま、子どもの本が売れる理由 飯田　一史著 筑摩書房

8 147 オ
意識を変えれば、きっと人生はうまくいく！　願いを叶
える魔法のスイッチはあなたの中にある

音羽　愛名碧著 現代書林

9 159 キ 老後に備えない生き方 岸見　一郎著 KADOKAWA

10 159 ジ 13歳から分かる！7つの習慣　自分を変えるレッスン
「7つの習慣」編集部監
修

日本図書センター

11 164 ゴ ギリシャ神話キャラクター事典　世界一よくわかる！
オード・ゴエミンヌ著
松村　一男監修
ダコスタ吉村花子訳

グラフィック社

12 210 ジ 「人物相関図」で読み解く日本史の真相 後藤　寿一監修
PHPエディターズ・グ
ループ発行
PHP研究所発売

13 210 ヘ 平安貴族嫉妬と寵愛の作法 繁田　信一監修 G．B．

14 210 マ 西南戦争　和田越ノ戦を語る戦争遺構 牧野　義英著 ０９８２

15 222 チ 中国近現代史 岡本　隆司監修 新星出版社

16 253 サ 戦争の歌がきこえる 佐藤　由美子著 柏書房

17 289 ク アフターコロナを勝ち抜く処方箋　名古屋どえりゃあ列伝 黒川　公明著
時局社発行
出版文化社発売

18 289 ト 図説豊臣秀吉 柴　裕之編著 戎光祥出版

19 291 シ 14 郷土 新薩摩学　１４　人口減少社会・鹿児島の教育のゆくえ
鹿児島純心女子大学
国際文化研究センター

南方新社

20 302 イ 池上彰の世界の見方　インド　混沌と発展のはざまで 池上　彰著 小学館

21 312 オ
新型コロナと巨大利権　経済、医療、税金に巣食う4つ
の強欲集団

大村　大次郎著 ビジネス社

22 312 チ 地政学 奥山　真司監修 新星出版社

23 312 ヤ わが敵「習近平」 楊　逸著 飛鳥新社

24 324 ゴ
高齢期を安心して過ごすための「生前契約書＋遺言
書」作成のすすめ　新版

後東　博著
上川　順一
村松　由紀子監修

日本法令

25 324 ソ 20
相続の諸手続きと届出がすべてわかる本　’２０～’２１
年版

河原崎　弘監修 成美堂出版

26 327 ス
すぐに役立つ法改正に対応！最新内容証明郵便実践
文例集200

松岡　慶子監修 三修社

27 332 ヨ 新書 アフリカ経済の真実　資源開発と紛争の論理 吉田　敦著 筑摩書房

28 334 ジ
人類の未来年表　人口、資源など未来の問題をデータ
で解き明かす

ニュートンプレス

29 335 サ コミュニティカフェ　まちの居場所のつくり方、続け方 齋藤　保著 学芸出版社

30 336 エ
絵を描くとビジネスが変わります！　イラスト＋図によ
る発想・伝達法のイノベーション

伝工房編著
工藤　六助イラスト

言視舎

31 336 ス
Slack　＆　Zoom　＆　Trelloテレワーク基本＋活用ワ
ザ　最新完全版

大野　浩誠他
できるシリーズ編集部著

インプレス

32 336 ニ
入門図解テレワーク・副業兼業の法律と導入手続き実
践マニュアル　事業者必携

森島　大吾監修 三修社

33 336 ヤ
9割捨てて10倍伝わる「要約力」　最短・最速のコミュニ
ケーションで成果は最大化する

山口　拓朗著 日本実業出版社

34 338 オ
今さら人には聞けないけどとっても知りたい投資とお金
のはなし　わかりやすいにもホドがある！

大江　英樹著 ソシム

35 365 ホ 暮らしやすい家づくり　家事がとことんラクになる 本多　さおり著
PHPエディターズ・グ
ループ発行
PHP研究所発売

36 365 ヤ あなたの持ち家が危ない 山下　隆盛著 アスコム

37 366 フ 22
履歴書・職歴書と添付手紙の書き方　’２２年版　会っ
てみたくなる

福沢　恵子著 成美堂出版

令和２年９月登録本（一般向き）
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38 367 ノ
この世界を知るための大事な質問　写真とデータが語
るものがたり

野澤　亘伸著 宝島社

39 367 マ まんがでわかる妻のこと
根本　裕幸監修
ポンプラボシナリオ・文
松岡　リキ作画

カンゼン

40 369 イ 家事 備えいらずの防災レシピ　「食」で実践フェーズフリー 飯田　和子著 東京法令出版

41 369 カ 家族写真　3．11原発事故と忘れられた津波 笠井　千晶著 小学館

42 369 ミ イラスト図解いちばんわかりやすい介護術　動きが見える 三好　春樹著 永岡書店

43 369 モ 赤ちゃんポストの真実 森本　修代著 小学館

44 370 タ 新書 ドリーム・ハラスメント　「夢」で若者を追い詰める大人 高部　大問著 イースト・プレス

45 375 イ
人生に必要な教養は中学校教科書ですべて身につく
12社54冊読み比べ

池上　彰
佐藤　優著

中央公論新社

46 376 ノ とことん紙コップレシピ 野出　正和著 チャイルド社

47 378 ト YA 特別支援学校教諭になるには
松矢　勝宏
宮崎　英憲
高野　聡子編著

ぺりかん社

48 379 ウ ぼくの「自学ノート」 梅田　明日佳著 小学館

49 379 ハ 自然あそびで子どもの非認知能力が育つ 長谷部　雅一著 東洋館出版社

50 392 オ
誰も知らない自衛隊のおしごと　地味だけれど大切。そ
んな任務に光あれ

岡田　真理著 扶桑社

51 410 コ
小学校6年分の算数が教えられるほどよくわかる　増
補改訂版　なぜ？を解決！

小杉　拓也著 ベレ出版

52 420 サ
図解身近にあふれる「物理」が3時間でわかる本　思わ
ずだれかに話したくなる

左巻　健男編著 明日香出版社

53 431 ウ マンガと図鑑でおもしろい！わかる元素の本
うえたに夫婦著
左巻　健男監修

大和書房

54 450 シ 宮沢賢治の地学読本
宮沢　賢治作
柴山　元彦編著

創元社

55 450 シ 消滅絶景　もう見られない世界の美しい自然
ナショナルジオグラ
フィック編
吉田　正人監修

日経ナショナルジオグラ
フィック社
日経ＢＰマーケティング
発売

56 451 テ 天気予報のすべてがわかる！　最新 青木　寿史監修 清水書院

57 461 イ 生き物が大人になるまで　「成長」をめぐる生物学 稲垣　栄洋著 大和書房

58 465 ハ カビの取扱説明書 浜田　信夫著 KADOKAWA

59 471 ワ 2F タネはどこからきたか？　新装版
鷲谷　いづみ文
埴　沙萠写真

山と溪谷社

60 472 ダ 1 九州の稀少植物探訪　Ⅰ　草本（早春～晩夏）編 大工園　認著 南方新社

61 472 ダ 2 九州の稀少植物探訪　Ⅱ　草本（秋冬）・つる・木本編 大工園　認著 南方新社

62 481 ス 岸壁採集！　漁港で出会える幼魚たち 鈴木　香里武著・写真 ジャムハウス

63 485 オ 2F おどろきダンゴムシ図鑑 奥山　風太郎著 幻冬舎

64 493 ウ
ウルトラ図解パーキンソン病　上手にコントロールする
ための知識と対処法

服部　信孝監修 法研

65 493 フ
親をボケさせないために、今できる方法　親の認知症
は食事で予防できる！

藤田　紘一郎著 扶桑社

66 493 ヨ よくわかる過敏性腸症候群で悩まない本　図解 鳥居　明監修 日東書院本社

67 494 ア
外反母趾は包帯で治せる　足の名医が考案した画期
的セルフケア

青木　孝文著 マキノ出版

68 494 ヒ
ひざ痛　変形性膝関節症　ひざの名医15人が教える最
高の治し方大全

文響社

69 496 オ
APD「音は聞こえているのに聞きとれない」人たち　聴
覚情報処理障害（APD）とうまくつきあう方法

小渕　千絵著 さくら舎

70 496 シ
色弱の子どもがわかる本　増補改訂版　家庭・保育
園・学校でできるサポート術

カラーユニバーサルデ
ザイン機構原案
福井　若恵コミック
岡部　正隆監修

かもがわ出版

71 497 ズ
図解でよくわかる歯のきほん　歯のしくみから病気、予
防や治療、美容、健康、歯科業界まで

柿本　和俊他著 誠文堂新光社

72 498 ウ
食品添加物はなぜ嫌われるのか　食品情報を「正しく」
読み解くリテラシー

畝山　智香子著 化学同人

73 498 オ
教えて！栄養素男子　気になるあの栄養素がよくわか
る

女子栄養大学栄養クリ
ニック監修
奥田　直子イラスト

日本図書センター
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74 498 カ 簡単！免疫力アップドリンク　104　RECIPE 枻出版社

75 498 コ 自律神経を整える「長生き呼吸法」 小林　弘幸著 アスコム

76 498 シ 心療内科医が教える家庭でできるセルフメンタルケア 山岡　昌之監修 徳間書店

77 498 タ
情熱のアフリカ　サラヤ「消毒剤普及プロジェクト」の全
記録

田島　隆雄著
幻冬舎メディアコンサル
ティング発行
幻冬舎発売

78 501 ミ 三菱総研が描く2050年エネルギービジョン
三菱総合研究所環境・
エネルギー事業本部著

エネルギーフォーラム

79 519 ヤ 地球温暖化、北極危機、そして神々の気配 山口　克也著 現代書林

80 556 タ 水産ビジュアルでわかる船と海運のはなし　新訂　増補改 拓海　広志著 成山堂書店

81 589 コ YA ゲーム業界で働く
小杉　眞紀著
山田　幸彦著

ぺりかん社

82 595 カ 家事 ヘア本 河嶋　希著 双葉社

83 596 ア
世界の郷土料理事典　全世界各国・300地域料理の作
り方を通して知る歴史、文化、宗教の食規定

青木　ゆり子著 誠文堂新光社

84 596 オ 家事
おいしさを逃さない「うま味」方程式　その料理、つくり
方間違ってます。

東京慈恵会医科大学
附属病院栄養部監修

講談社

85 596 キ 家事 お昼ごはんのめんレシピ！ きじま　りゅうた著 学研プラス

86 596 シ 家事 調味料保存＆使い切りのアイデア帖 島本　美由紀著 パイインターナショナル

87 596 フ 家事 電気圧力鍋の大活躍レシピ フルタニ　マサエ著 成美堂出版

88 599 ヒ 非認知能力が育つ3～6歳児のあそび図鑑
原坂　一郎監修
モチコイラスト

池田書店

89 611 イ YA 捨てられる食べものたち　食品ロス問題がわかる本
井出　留美著
matsu絵

旬報社

90 625 タ 鉢で育てるブルーベリー　植えつけから摘み取りまで 玉田　孝人著 創森社

91 626 オ
おいしい野菜100種のじょうずな育て方　令和版　自分
でつくるから無農薬で安心、安全！

武川　政江
飯塚　恵子指導
主婦の友社編

主婦の友社

92 661 ス 水産 水産エコラベルガイドブック 大日本水産会編 成山堂書店

93 662 カ 水産
最新漁業の動向とカラクリがよ～くわかる本　業界人、
就職、転職に役立つ情報満載

勝川　俊雄著 秀和システム

94 694 ヤ 新書 スマホ料金はなぜ高いのか 山田　明著 新潮社

95 726 カ 1 まんが家族で楽しむ「まんが発見！」　１　学校に行こう 松田　哲夫編 あすなろ書房

96 726 カ 2 まんが家族で楽しむ「まんが発見！」　２　青春の海から 松田　哲夫編 あすなろ書房

97 726 カ 3 まんが家族で楽しむ「まんが発見！」　３　悪が生まれる 松田　哲夫編 あすなろ書房

98 726 カ 4 まんが家族で楽しむ「まんが発見！」　４　人はたたかう 松田　哲夫編 あすなろ書房

99 727 ヒ
失敗しないデザイン　デザインが腑に落ちる！センス
のいらないデザイン講座

平本　久美子著 翔泳社

100 748 イ 伊東昭義　海・色彩と造形のきらめき 伊東　昭義著 求龍堂

101 757 サ
世界を彩る色と文化　完全保存版　めくって旅する新し
いデザインの本

桜井　輝子著 SBクリエイティブ

102 779 シ
志村けん「笑いの神様」の一生　“一芸入魂”バカでも、変
でも、大丈夫だぁ！

しむけん研究会編集部
編

辰巳出版

103 780 コ 基礎から学ぶ！スポーツ救急医学　令和版 輿水　健治著 ベースボール・マガジン社

104 780 ト
わが子の運動神経がどんどんよくなる本　できる子も
苦手な子も！

遠山　健太著 学研プラス

105 780 マ 幻のオリンピック　戦争とアスリートの知られざる闘い NHKスペシャル取材班著 小学館

106 785 ハ
はじめてのサーフィン　連続写真＋詳細解説で基本を
マスター！

H．L．N．A監修 成美堂出版

107 785 マ
マリンスポーツのための海の気象がわかる本　知っておきた
い55の知識

サーフレジェンド監修
メイツユニバーサルコン
テンツ

108 787 ナ THE　FISH魚と出会う図鑑 長嶋　祐成著 河出書房新社

109 795 ニ 2マスあきから始める詰めオセロ100問ドリル 日本オセロ連盟監修 つちや書店

110 811 カ 小学1・2年生で習うのに大人も読めない漢字 構　俊一著 幻冬舎

111 829 マ マレーシア語 　 JTBパブリッシング

112 837 コ スヌーピーで学ぶすぐに使える英語表現105
小池　直己著・訳
チャールズ・M．シュル
ツ作

祥伝社

113 914 イツ 漂流者の生きかた
五木　寛之
姜　尚中著

東京書籍

114 914 ヨシ 欲が出ました ヨシタケ　シンスケ著 新潮社
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115 929 グエ 幼い頃に戻る切符をください
グエン・ニャット・アイン著

伊藤　宏美訳
加藤　栄監訳

大同生命国際文化基金

116 933 バネ 文庫 小公子
フランシス・ホジソン・
バーネット著
川端　康成訳

新潮社

117 953 コロ 彼女たちの部屋
レティシア・コロンバニ
著
齋藤　加津子訳

早川書房

118 953 マン まんがでわかるカミュ『ペスト』
小川　仁志監修
前山　三都里まんが

宝島社

119 F アク 1 芥川龍之介大活字本シリーズ　１　蜘蛛の糸
芥川　龍之介著
三和書籍編

三和書籍

120 F アン 夢は捨てたと言わないで 安藤　祐介著 中央公論新社

121 F イエ 文庫 家が呼ぶ　物件ホラー傑作選
朝宮　運河編
若竹　七海ほか著

筑摩書房

122 F イト 囚われの山 伊東　潤著 中央公論新社

123 F ウサ ボニン浄土 宇佐美　まこと著 小学館

124 F ウタ バケモンの涙 歌川　たいじ著 光文社

125 F カイ コロナ黙示録 海堂　尊著 宝島社

126 F キタ 8 チンギス紀　８　杳冥 北方　謙三著 集英社

127 F コン オフマイク 今野　敏著 集英社

128 F コン 黙示 今野　敏著 双葉社

129 F シオ ないものねだりの君に光の花束を 汐見　夏衛著 KADOKAWA

130 F タカ 首里の馬 高山　羽根子著 新潮社

131 F タケ どうぞ愛をお叫びください 武田　綾乃著 新潮社

132 F トミ 文庫 宅飲み探偵のかごんま交友録 冨森　駿著 集英社

133 F ナカ ヒポクラテスの試練 中山　七里著 祥伝社

134 F ナカ 毒島刑事最後の事件 中山　七里著 幻冬舎

135 F ハタ あしたの華姫 畠中　恵著 KADOKAWA

136 F ハタ いちねんかん 畠中　恵著 新潮社

137 F ハヤ 令夢の世界はスリップする　赤い夢へようこそ-前奏曲- はやみね　かおる著 講談社

138 F ヒガ 君に読ませたいミステリがあるんだ 東川　篤哉著 実業之日本社

139 F ミズ 4 夢をかなえるゾウ　４　ガネーシャと死神 水野　敬也著 文響社

140 F ミナ ブラックウェルに憧れて 南　杏子著 光文社

141 F ムラ せきれいの詩 村木　嵐著 幻冬舎

142 F ムラ 一人称単数 村上　春樹著 文藝春秋

143 F モロ 女だてら 諸田　玲子著 KADOKAWA

144 F ヤマ 俺の残機を投下します 山田　悠介著 河出書房新社


