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図書
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巻冊
コー
ナー 書名（本の題名） 著者 出版社

1 007 フ リケジョ福岡みなみの親子プログラミング教室
福岡　みなみ著
藤沢　匡哉監修

日東書院本社

2 019 カ 物語の海を泳いで 角田　光代著 小学館

3 019 モ
もっとある！
学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本220

東京・学校図書館スタン
プラリー実行委員会編著

ぺりかん社

4 049 ミ 街角図鑑　街と境界線 三土　たつお編著 実業之日本社

5 069 ヨ YA ミュージアムを知ろう　中高生からの美術館・博物館入門 横山　佐紀著 ぺりかん社

6 114 イ 新書 死の教科書　心が晴れる48のヒント 五木　寛之著 宝島社

7 123 イ
自分にあてはめて考える「ろんご」
～初めての挑戦が生涯の宝～「こどもと大人の一行論

岩崎　芳和著 文芸社

8 140 ダ 自分を操り、不安をなくす究極のマインドフルネス メンタリストDaiGo著 PHP研究所

9 146 ス 許す練習　いつまでも消えない怒りがなくなる 杉山　崇著 あさ出版

10 158 サ YA 友だちってなんだろう？　ひとりになる勇気、人とつながる力 齋藤　孝著 誠文堂新光社

11 210 セ 戦時下のくらし 小泉　和子監修 平凡社

12 210 ハ 昭和史の声 早坂　隆著 飛鳥新社

13 210 ハ 有職文様図鑑 八條　忠基著 平凡社

14 222 イ 一冊でわかる中国史 岡本　隆司監修 河出書房新社

15 289 サ 38 郷土 敬天愛人　第38号 西郷南洲顕彰会専門委員会編 西郷南洲顕彰会

16 289 ジ 1 まんが ある奴隷少女に起こった出来事　１
ハリエット・A．ジェイコブズ著

堀越　ゆき訳
あらいまりこ画著

双葉社

17 293 サ 1 文庫 十五の夏　上　1975 佐藤　優著 幻冬舎

18 293 サ 2 文庫 十五の夏　下　1975 佐藤　優著 幻冬舎

19 312 ノ 香港とは何か 野嶋　剛著 筑摩書房

20 317 マ
マイナンバーカード・マイナポータル徹底活用丸分かりマニュアル
新しい生活様式に不可欠

日経クロステック編集 日経BP発行
日経BPマーケティング発売

21 319 イ 新興大国インドの行動原理　独自リアリズム外交のゆくえ 伊藤　融著 慶應義塾大学出版会

22 323 ハ 戦争と法　WAR＆LAW 長谷部　恭男著 文藝春秋

23 331 カ
16歳からのはじめてのゲーム理論
“世の中の意思決定”を解き明かす6．5個の物語

鎌田　雄一郎著 ダイヤモンド社

24 335 サ 寄付金・クラウドファンディングの集め方 佐藤　しもん著 ぱる出版

25 336 カ 会計の基本と実務　図解で早わかり 武田　守監修 三修社

26 336 ニ 超基本テレワークマナーの教科書 西出　ひろ子著 あさ出版

27 336 ヒ
なんでも図解　絵心ゼロでもできる！爆速アウトプット術
丸と線が書ければいい！

日高　由美子著 ダイヤモンド社

28 364 イ 20
いちばんわかりやすい最新介護保険　〔2020〕
サービス　手続き　使い方　最新改訂に対応

伊藤　亜記監修 成美堂出版

29 365 オ 身近な人が亡くなった後の遺品整理 奥村　拓著 自由国民社

30 367 ウ 「大人の引きこもり」見えない息子と暮らした母親たち 臼井　美伸著
育鵬社発行
扶桑社発売

31 367 シ
別れてもふたりで子育て　離婚の新常識！
知っておきたい共同養育のコツ

しばはし　聡子著 マガジンランド

32 367 ス シニア六法 住田　裕子監修・著 KADOKAWA

33 368 カ
14歳で“おっちゃん”と出会ってから、15年考えつづけて
やっと見つけた「働く意味」

川口　加奈著 ダイヤモンド社

34 369 ニ
避難所に行かない防災の教科書
被災体験で分かった！2週間の自宅避難を乗り切る技術

西野　弘章著 扶桑社

35 369 ボ 防災イツモマニュアル
防災イツモプロジェクト編

寄藤　文平絵
プラス・アーツ監修

ポプラ社

36 370 ミ YA 教育業界で働く 三井　綾子著 ぺりかん社

37 375 オ
オンライン学習でできること、できないこと
新しい学習様式への挑戦

千葉大学教育学部附
属小学校著

明治図書出版

38 376 フ おはなしおばさんのおはなし春夏秋冬

藤田　浩子語り
保坂　あけみイラスト
「この本読んで！」編
集部編集

読書サポート

39 379 ヤ
親子で取り組む作文教室
魔法の質問で「コトバの力」を伸ばそう

山口　拓朗著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

40 383 サ おいしい昆虫記 佐伯　真二郎著 ナツメ社

41 407 ハ キッチンサイエンスラボ　親子で楽しむ52の科学体験
Liz　Lee　Heinecke著
竹内　薫監訳
竹内　さなみ訳

オライリー・ジャパン

令和２年10月登録本（一般向き）
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42 410 オ 目でみる数字
岡部　敬史文
山出　高士写真

東京書籍

43 410 コ なるほど！毎日の役立つ数学 近藤　宏樹著 さくら舎

44 455 カ
がごしま　ジオロジー　自然への挑戦
鹿児島県地質図　改訂版

鹿児島県地質図編集
委員会編

公益社団法人鹿児島
県地質調査業協会

45 490 オ
健康・医療情報の見極め方・向き合い方
健康・医療に関わる賢い選択のために知っておきたいコツ教え

大野　智著 大修館書店

46 492 キ 基礎からわかる服薬指導　第3版
浜田　康次
吉江　文彦
山口　晴美著

ナツメ社

47 492 ニ
ニールズヤード式アロマセラピー・セルフマッサージ
改訂新版　プロのテクニックがおうちで実践できる！

ニールズヤードレメ
ディーズ監修

河出書房新社

48 493 ク
親が認知症！？離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと
リスクや不安を小さく抑えるため早く「気づいて」早めに「対策」！

工藤　広伸著 翔泳社

49 493 サ 酒井式腰痛解消ストレッチ　マンガでかんたん！
酒井　慎太郎著
市川　智茂マンガ

学研プラス

50 493 ハ
アートリップ入門
認知症のうつ・イライラを改善する対話型アート鑑賞プログラム

林　容子著 誠文堂新光社

51 493 バ バセドウ病・橋本病　改訂版　その他の甲状腺の病気 伊藤　公一監修 高橋書店

52 493 フ
発達障害チェックノート
自分が発達障害かもしれないと思っている人へ

福西　勇夫著 法研

53 493 マ 家事 ママにいいこと大全　育児のうつヌケ95の習慣 主婦の友社編 主婦の友社

54 494 ナ 医者にがんと言われたら最初に読む本 中川　恵一著 エクスナレッジ

55 495 ソ
医者が教える女体大全
オトナ女子の不調に効く！自分のカラダの「取扱説明書」

宋　美玄著 ダイヤモンド社

56 495 ツ 「閉経」のホントがわかる本　更年期の体と心がラクになる！
対馬　ルリ子
吉川　千明著

集英社

57 495 マ
これってホルモンのしわざだったのね
女性ホルモンと上手に付き合うコツ

松村　圭子著 池田書店

58 496 ク ただ読むだけでぐんぐん目がよくなる久保田式視力回復ドリル 久保田　明子著
主婦の友インフォス発行
主婦の友社発売

59 497 キ
Q＆Aでよくわかる口から健康まるごとBOOK
口腔機能低下症●オーラルフレイル●嚥下障害

日本訪問歯科協会監修 現代書林

60 498 イ 家事 お腹いっぱい食べて内臓脂肪を落とす大豆ミートダイエット 池谷　敏郎著 アスコム

61 498 コ 子どもにいいこと大全　自律神経をととのえる62の習慣 主婦の友社編 主婦の友社

62 498 フ 国会議員に読ませたい台湾のコロナ戦 藤　重太著
産経新聞出版発行
日本工業新聞社発売

63 498 ワ 未病図鑑　病院にも薬にも頼らないカラダをつくる 渡辺　賢治著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

64 519 カ 未来をつくる道具わたしたちのSDGs 川廷　昌弘著 ナツメ社

65 519 ズ 図解でわかる14歳から知る気候変動
インフォビジュアル研
究所著

太田出版

66 524 ア
雨漏り修理のプロが教える屋根・外壁のメンテナンス
我が家の補修で失敗しない方法

雨漏り110番グループ編
著　唐鎌　謙二（他著）

学芸出版社

67 536 ジ 自転車サビとり再生術 枻出版社

68 536 ニ
電車を運転する技術　オールカラー＆図解で手に取るよ
うにわかる！　安全、定時、快適な運転の秘訣

西上　いつき著 SBクリエイティブ

69 537 ニ 1986 日本の乗用車図鑑　1986-1991　永久保存版 自動車史料保存委員会編 三樹書房

70 576 カ
シャンプーで肌は変わる
～化粧品研究者が教える髪と肌のトラブル解決法～

亀田　宗一著
時事通信出版局発行
時事通信社発売

71 588 カ
焼酎語辞典
焼酎にまつわる言葉をイラストと豆知識でうまかぁ～と読み解く

金本　亨吉
沢田　貴幸著

誠文堂新光社

72 590 ク 30
暮らしのおへそ　Ｖｏｌ.　30
The　stories　of　various　people　and　their　everyday
routines　習慣には、明日を変える力がある

主婦と生活社

73 592 ナ
はじめてのセルフリノベ
DIY初心者でもできる！かんたんリノベーション

長野　恵理著 エクスナレッジ

74 592 マ 丸林さんちの家具づくりDIYレシピ 丸林さんち著 ブティック社

75 593 ラ 家事 らくちんで涼しいアッパッパ・ステテコ・モンペ ブティック社

76 594 オ 家事
「帯」から作るバッグ
帯を素敵にリメイク・トートバッグ、リュック、ポシェット、ポーチ…

ブティック社

77 594 ツ 家事 作って楽しい、毎日使える簡単！手作りエコバッグ 主婦の友社
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78 595 オ 家事

おうちでできるヘアカット
キッズ・大人・シニア家族全員ホームヘアカット
家族のヘアカットがこの１冊で解決できる便利なＢＯＯＫ

GARDEN監修
主婦の友社編

主婦の友社

79 595 ヨ 髪トレ　もうケアはいらない美髪の法則 余慶　尚美著 主婦の友社

80 596 ザ 家事 在宅楽飯100　15分で最高のおうちごはん
ウエキ　トシヒロ
かおし
ぐっち著

大和書房

81 597 ジ
「自宅オフィス」のととのえ方
リモートワークを快適にするインテリアとアイディア

主婦の友社

82 598 ア

症状で見分ける家庭医学事典
重症度の判定法と対処法
コロンビア大学准教授ほか名医11名ｇ教える

マーク・アイゼンバー
グ　クリストファー・ケ
リー著　福井　次矢監
修

文響社

83 598 モ
「妊娠できるか検査」に行ってみた
20代でも要注意！知っておくべき妊娠・不妊・避妊

森　瞳著　みくに漫画
齊藤　英和監修

KADOKAWA

84 609 タ
単位と法則大百科
身近な単位と重要法則がこの1冊ですべてわかる！

ニュートンプレス

85 617 ク
ぼくは6歳、紅茶プランテーションで生まれて。
スリランカ・農園労働者の現実から見えてくる不平等

栗原　俊輔著 合同出版

86 624 エ 園芸道具の選び方・使い方「コツ」の科学　切る・掘る・まく 園芸文化協会著 講談社

87 626 イ 今さら聞けないタネと品種の話きほんのき 農文協編 農山漁村文化協会

88 702 マ 世界で一番美しいマンダラ図鑑 正木　晃著 エクスナレッジ

89 726 ゴ 五味太郎　みちはつづくよ…どこまでゆくの？ 平凡社

90 726 フ 「鬼滅の刃」の折れない心をつくる言葉 藤寺　郁光著 あさ出版

91 754 ウ 7日間でできる世界一美しいダンボールクラフト うぷあざ棟梁著 KADOKAWA

92 756 イ 知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 岩崎　紘昌著 幻冬舎

93 779 ウ なんてことないよ。　アラ百の金言 内海　桂子著 自由国民社

94 779 シ 志村けん160の言葉 志村　けん著 青志社

95 780 ア あげ筋トレ　おうちでストレス解消　気持ちがアガる！ anna著 KADOKAWA

96 780 ナ
介護予防に効く「体力別」運動トレーニング
現場で使える実践のポイント

中村　容一著
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

97 781 サ なわ跳び練習百科 齋藤　仁編著 叢文社

98 813 コ コンサイスカタカナ語辞典　第5版 三省堂編修所編 三省堂

99 911 シル 10 シルバー川柳　10　スクワットしゃがんだままで立てません
全国有料老人ホーム協
会　ポプラ社編集部編

ポプラ社

100 914 イシ 死という最後の未来
石原　慎太郎
曽野　綾子著

幻冬舎

101 914 ソノ 2 新書 夫の後始末　今も一つ屋根の下で 曽野　綾子著 講談社

102 914 マツ ニッポンの違和感 松尾　貴史著 毎日新聞出版

103 918 カザ 200 郷土 火山地帯　第200号 立石　富生編 火山地帯社

104 933 ヘミ 文庫 老人と海
ヘミングウェイ著
高見　浩訳

新潮社

105 F アカ 3 三世代探偵団　〔３〕　生命の旗がはためくとき 赤川　次郎著 KADOKAWA

106 F アカ 幽霊終着駅（ターミナル） 赤川　次郎著 文藝春秋

107 F アク 2 芥川龍之介大活字本シリーズ　２　蜜柑
芥川　龍之介著
三和書籍編

三和書籍

108 F アク 3 芥川龍之介大活字本シリーズ　３　羅生門
芥川　龍之介著
三和書籍編

三和書籍

109 F アサ あめつちのうた 朝倉　宏景著 講談社

110 F アサ えにし屋春秋 あさの　あつこ著 角川春樹事務所

111 F アサ ハリネズミは月を見上げる あさの　あつこ著 新潮社

112 F アベ 楽園の烏 阿部　智里著 文藝春秋

113 F イケ 海神の島 池上　永一著 中央公論新社

114 F イシ 獣たちのコロシアム 石田　衣良著 文藝春秋

115 F イズ 江戸のおんな大工 泉　ゆたか著 KADOKAWA

116 F イヌ 文庫 新卒ですが、介護の相談うけたまわります いぬじゅん著
一迅社発行
講談社発売

117 F イノ ムシカ　鎮虫譜 井上　真偽著 実業之日本社

118 F オオ 文庫
オークブリッジ邸の笑わない貴婦人　1
新人メイドと秘密の写真

太田　紫織著 新潮社

119 F オオ 文庫 平台がおまちかね 大崎　梢著 東京創元社

120 F オン スキマワラシ 恩田　陸著 集英社

121 F カキ 文庫 七十歳死亡法案、可決 垣谷　美雨著 幻冬舎
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122 F カサ 三郎と幸福のホテル 笠原　正雄著 PHP研究所

123 F カネ fishy 金原　ひとみ著 朝日新聞出版

124 F カノ 二百十番館にようこそ 加納　朋子著 文藝春秋

125 F キシ 我々は、みな孤独である 貴志　祐介著 角川春樹事務所

126 F キタ 1 文庫 弁当屋さんのおもてなし　1　ほかほかごはんと北海鮭かま 喜多　みどり著 KADOKAWA

127 F キノ 文庫 異世界で傭兵団に拾われました。 木野　美森著
アルファポリス発行
星雲者発売

128 F コイ 1 文庫 リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音　1 瑚池　ことり著 集英社

129 F コイ 2 文庫 リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音　2　綺羅星の覚悟 瑚池　ことり著 集英社

130 F ゴジ 54字の百物語　意味がわかるとゾクゾクする超短編小説
氏田　雄介編著
武田　侑大絵

PHP研究所

131 F コン 帝都争乱　サーベル警視庁　2 今野　敏著 角川春樹事務所

132 F ササ 降るがいい 佐々木　譲著 河出書房新社

133 F シゲ 文庫 カレーライス　教室で出会った重松清 重松　清著 新潮社

134 F シノ 文庫 横浜ゲートウォッチャー　新米天使のお祓い日誌 篠原　美季著 KADOKAWA

135 F シノ 文庫 後宮に星は宿る 篠原　悠希著 KADOKAWA

136 F シュ 文庫 キャスター探偵　金曜23時20分の男 愁堂　れな著 集英社

137 F シュ 文庫 忘れない男 愁堂　れな著 集英社

138 F タイ 文庫 大阪マダム、後宮妃になる！ 田井　ノエル著 小学館

139 F デグ 文庫 さよなら西郷先輩 出口　きぬごし著 KADOKAWA

140 F ナガ 文庫
最近はあやかしだって高校に行くんです。
普通ですが何か？

流　星香著 KADOKAWA

141 F ナツ ニキ 夏木　志朋著 ポプラ社

142 F フジ 文庫 厨娘（ちゅうにゃん）公主の美食外交録 藤春　都著 一二三書房

143 F ホン 1 文庫 ジウ　１　警視庁特殊犯捜査係 誉田　哲也著 中央公論新社

144 F ホン 2 文庫 ジウ　２　警視庁特殊急襲部隊 誉田　哲也著 中央公論新社

145 F ホン 3 文庫 ジウ　３　新世界秩序 誉田　哲也著 中央公論新社

146 F ホン 文庫 ハング 誉田　哲也著 中央公論新社

147 F ホン もう、聞こえない 誉田　哲也著 幻冬舎

148 F ミカ 文庫 もってけ屋敷と僕の読書日記 三川　みり著 新潮社

149 F ミツ そこに無い家に呼ばれる 三津田　信三著 中央公論新社

150 F ミヤ 灯台からの響き 宮本　輝著 集英社

151 F モチ 1 文庫 京都寺町三条のホームズ　1 望月　麻衣著 双葉社

152 F ヤズ 純喫茶パオーン 椰月　美智子著 角川春樹事務所

153 F ユキ 1 文庫 紅霞後宮物語　第1幕 雪村　花菜著 KADOKAWA

154 F ユキ 2 文庫 紅霞後宮物語　第2幕 雪村　花菜著 KADOKAWA

155 F ユキ 3 文庫 紅霞後宮物語　第3幕 雪村　花菜著 KADOKAWA

156 F ユキ 4 文庫 紅霞後宮物語　第4幕 雪村　花菜著 KADOKAWA

157 F ユキ 5 文庫 紅霞後宮物語　第5幕 雪村　花菜著 KADOKAWA

158 F ユキ 6 文庫 紅霞後宮物語　第6幕 雪村　花菜著 KADOKAWA

159 F ユキ 7 文庫 紅霞後宮物語　第7幕 雪村　花菜著 KADOKAWA

160 F ユキ 8 文庫 紅霞後宮物語　第8幕 雪村　花菜著 KADOKAWA


