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1 007 キ
Zoom　1歩先のツボ77　ウェビナー＆オンラインイベントも
ミーティングもオンライン授業も！

木村　博史著 ソシム

2 033 ビ ビジュアルディクショナリー　英和大事典 DK編 日東書院本社

3 219 フ 郷土 鹿児島県の歴史入門 麓　純雄著 南方新社

4 361 ク 統計から読み解く47都道府県ランキング 久保　哲朗著 日東書院本社

5 361 モ あなたを閉じこめる「ずるい言葉」　10代から知っておきたい 森山　至貴著 WAVE出版

6 364 ス
すぐに役立つ暮らしのセーフティネット！失業等給付・職
業訓練・生活保護・給付金のしくみと手続き

森島　大吾監修 三修社

7 366 コ 男性の育休　家族・企業・経済はこう変わる
小室　淑恵
天野　妙著

PHP研究所

8 369 シ
障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今できる
こと

鹿野　佐代子
明石　久美著

PHP研究所

9 440 ツ
図解身近にあふれる「天文・宇宙」が3時間でわかる本
思わずだれかに話したくなる

塚田　健著 明日香出版社

10 482 サ 消えゆく動物　絶滅から動物を守る撮影プロジェクト
ジョエル・サートレイ写
真・著
藤井　留美訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

11 491 ホ 本当に不思議！カラダのおもしろ雑学 川嶋　朗監修 日東書院本社

12 493 ギ 逆流性食道炎　消化器科の名医が教える最高の治し方 文響社

13 493 コ
高血圧　脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤　循環器内科の名医
が教える最高の治し方大全

文響社

14 494 ウ
ウルトラ図解尿路結石症　再発させない予防・治療・生活
処方

松崎　純一監修 法研

15 496 ス 誰にも訪れる耳の不調・難聴を乗り越える本 杉浦　彩子著 さくら舎

16 498 ミ 香害は公害　「甘い香り」に潜むリスク 水野　玲子著 ジャパンマシニスト社

17 530 グ 世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑

セオドア・グレイ著
ニック・マン写真
前島　正裕
佐々木　勝浩監修
武井　摩利訳

創元社

18 593 チ 家事
ちいさなお直し　ダーニング、刺繍、アップリケで穴あき、
ほつれ、汚れを繕う

いわせ　あさこ
鯉渕　直子
ミムラ　トモミ著

池田書店

19 596 カ 家事 アルポルトのイタリア料理　Art on the Dish 片岡　護著 日東書院本社

20 596 キ 家事 日本一美味しいのり弁の作り方 杵島　直美著 日東書院本社

21 596 サ 家事 ラ・ロシェルのフランス料理　Art on the Dish 坂井　宏行著 日東書院本社

22 596 タ 家事 つきぢ田村の日本料理　Art on the Dish 田村　隆著 日東書院本社

23 596 ミ 家事
やさしい韓国ごはん　NATURAL・SIMPLE・HEALTHY
Korean　Cuisine

Mina　Furuya著 日東書院本社

24 599 タ 家事 手づかみ離乳食　赤ちゃんが自分から食べる〈離乳法〉 田角　勝著 合同出版

25 626 フ イチゴ 藤田　智著 NHK出版

26 645 シ
小動物の飼い方図鑑　飼育のプロの解説＆ワンポイント
アドバイス！お役立度満点の飼い方図鑑！

河野　朝城監修 日東書院本社

27 686 テ 鉄道伝説　昭和・平成を駆け抜けた鉄道たち
BSフジ「鉄道伝説」制
作班著

辰巳出版

28 699 ヨ 折れる力　大活字版　流されてうまくいく仕事の流儀 吉田　照幸著 SBクリエイティブ

29 720 コ 黒板アート甲子園作品集　高校生たちの消えない想い 日学株式会社総監修 日東書院本社

30 726 シ 1 まんが 服を着るならこんなふうに　VOLUME01 縞野　やえ漫画 KADOKAWA

31 726 シ 2 まんが 服を着るならこんなふうに　VOLUME02 縞野　やえ漫画 KADOKAWA

32 726 シ 3 まんが 服を着るならこんなふうに　VOLUME03 縞野　やえ漫画 KADOKAWA

33 726 シ 4 まんが 服を着るならこんなふうに　VOLUME04 縞野　やえ漫画 KADOKAWA

34 726 シ 5 まんが 服を着るならこんなふうに　VOLUME05 縞野　やえ漫画 KADOKAWA

35 726 シ 6 まんが 服を着るならこんなふうに　VOLUME06 縞野　やえ漫画 KADOKAWA

36 726 シ 7 まんが 服を着るならこんなふうに　VOLUME07 縞野　やえ漫画 KADOKAWA

37 726 シ 8 まんが 服を着るならこんなふうに　VOLUME08 縞野　やえ漫画 KADOKAWA

38 726 シ 9 まんが 服を着るならこんなふうに　VOLUME09 縞野　やえ漫画 KADOKAWA

39 726 シ 10 まんが 服を着るならこんなふうに　VOLUME10 縞野　やえ漫画 KADOKAWA

40 728 フ ゆるふで　筆ペンで楽しく書けて想いが伝わる ふでこ著 日東書院本社

41 743 ヤ
まるごとわかる！撮り方ブック　スポーツ編　「ミラーレス
一眼」から「デジタル一眼レフカメラ」

山崎　理佳著 日東書院本社

42 754 テ 家事 やってみよう！楽しい手芸！エコクラフトの基礎BOOK 寺西　恵里子著 日東書院本社

43 754 モ 封筒ギフトスタイル　FUTO GIFT STYLE 森　珠美著 日東書院本社

令和２年11月登録本（一般向き）
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44 761 モ
かんたん！よくわかる！楽譜の読み方　楽譜が読めれ
ば、音楽がもっと楽しくなる！

森　真奈美著 日東書院本社

45 786 ス
スポーツクライミングテクニック＆トレーニング　日本代表
ヘッドコーチが教える

安井　博志監修 日東書院本社

46 787 マ
マンガでわかる必ず釣れるソルトルアー講座　つり情報
BOOKS

つりコミック編集部編 日東書院本社

47 911 チョ
超シルバー川柳　あっぱれ百歳編　90歳以上のご長寿傑
作選

みやぎシルバーネット
河出書房新社編集部編

河出書房新社

48 914 ソノ 新しい生活 曽野　綾子著 ポプラ社

49 929 チヨ 82年生まれ、キム・ジヨン チョ　ナムジュ著 筑摩書房

50 933 ロツ わたしがわたしであるために E.ロックハート著 辰巳出版

51 933 ワタ
私たちの愛した赤毛のアン　アンをめぐる19世紀ファッ
ション、料理、歴史までわかる

オフィスJ.B編 辰巳出版

52 F アサ 類 朝井　まかて著 集英社

53 F イケ 半沢直樹　アルルカンと道化師 池井戸　潤著 講談社

54 F オオ 猫弁と星の王子 大山　淳子著 講談社

55 F オノ タクジョ！ 小野寺　史宜著 実業之日本社

56 F タカ 文庫 うちのにゃんこは妖怪です　あやかし拝み屋と江戸の鬼 高橋　由太著 ポプラ社

57 F ツム サキの忘れ物 津村　記久子著 新潮社

58 F ナカ 働く女子に明日は来る！ 中澤　日菜子著 小学館


