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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

1 002 ウ メモ活　「なんでもメモ」で仕事のスピードと質が上がる 上阪　徹著 学研プラス

2 007 オ AIは人類を駆逐するのか？　自律世界の到来 太田　裕朗著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング発行
幻冬舎発売

3 007 オ
おうち時間を使ってはじめるYouTube　人気ユーチュー
バーの動画制作の裏側を大公開

主婦の友社編 主婦の友社

4 049 チ 明日から使える死亡フラグ図鑑 茶んた著 宝島社

5 141 ア
あなたのまわりの怒っている人図鑑　事例に学ぶアン
ガーマネジメント

安藤　俊介著 飛鳥新社

6 146 ネ 7日間で自分で決められる人になる 根本　裕幸著 サンマーク出版

7 146 ヤ
“寝る前に5分”読むだけで「不安」がスーッと消え去る本
恋愛・仕事・人間関係・健康・お金

弥永　英晃著 大和出版

8 159 ア 「ダメな自分」がちょっとしたことで好きになる7つの魔法 有川　真由美著 毎日新聞出版

9 159 サ 未来の自分に出会える古書店 齋藤　孝著 文藝春秋

10 159 ナ 新しい仕事術　コロナ時代をチャンスに変える 中谷　彰宏著
リベラル社発行
星雲社発売

11 209 ソ 1 世界を変えた100のスピーチ　上
コリン・ソルター著
大間知　知子訳

原書房

12 209 ソ 2 世界を変えた100のスピーチ　下
コリン・ソルター著
大間知　知子訳

原書房

13 210 イ 一冊でわかる戦国時代　世界のなかの日本の歴史 大石　学監修 河出書房新社

14 219 ミ 12 郷土 南九州市　薩南文化　第12号
南九州市教育委員会
文化財課編

南九州市教育委員会

15 280 パ WOMEN　世界を変えた偉大な女性たち
キアラ・パスクアレッ
ティ・ジョンソン著

ポプラ社

16 291 イ
1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365　毎日の
習慣が1年後の自分をつくる

齋藤　孝監修 文響社

17 304 セ
せやろがい！ではおさまらない　僕が今、伝えたいこと聞
いてくれへんか？

せやろがいおじさん著 ワニブックス

18 317 フ 新書 警察の階級 古野　まほろ著 幻冬舎

19 319 カ
市民とジェンダーの核軍縮　核兵器禁止条約で変える
世界

川田　忠明著 新日本出版社

20 320 キ
いまはそれアウトです！　社会人のための身近なコンプラ
イアンス入門

菊間　千乃著 アスコム

21 332 セ 戦国経済の作法 小和田　哲男監修 G．B．

22 333 タ お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGs
たかまつ　なな著
佐藤　真久監修

くもん出版

23 336 ナ
実践！オフィスの効率化ファイリング　整理・収納・片づけ
の基本がわかる

長野　ゆか著 同文舘出版

24 361 バ 『キングダム』で学ぶ最強のコミュニケーション力 馬場　啓介著
集英社インターナショ
ナル発行　集英社発売

25 367 コ
子どもたちの頭の中がこんなことになってるなんて！　思
春期の性と恋愛

アクロストン著 主婦の友社

26 369 オ
親の介護と自分の老後ガイドブック　イザ！というとき困
らないための

岡本　典子著 ビジネス教育出版社

27 369 ハ

支援者・家族のためのひきこもり相談支援実践ガイドブッ
ク　8050問題、発達障害、ゲーム依存、地域包括、多様
化するひきこもり支援

原田　豊著 福村出版

28 369 ユ マララが見た世界　わたしが出会った難民の少女たち
マララ・ユスフザイ著
西田　佳子訳

潮出版社

29 370 ナ 10代からの批判的思考　社会を変える９つのヒント 名嶋　義直編著 明石書店

30 376 コ
これ一冊で安心実習ガイドブック　保育所実習・施設実
習・幼稚園実習・介護等体験に役立つ

齋藤　政子　石田　研
太郎　西垣　美穂子
井上　宏子編著

新読書社

31 378 ミ
障害がある子どもの時計・お金の基礎学習　時計を読む
お金を数える　絵の向きや位置を理解する

宮城　武久著
学研教育みらい発行
学研プラス発売

32 379 タ
体育が得意になる！パパとママのとっておきコーチ術　新
装改訂版

水口　高志監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

33 392 イ
ここまでできる自衛隊　国際法・憲法・自衛隊法ではこう
なっている

稲葉　義泰著 秀和システム

34 430 サ 怖くて眠れなくなる化学 左巻　健男著
PHPエディターズ・グルー
プ発行　PHP研究所発売

35 492 ア
放っておくとこわい症状大全　早期発見しないと後悔する
病気のサインだけ集めました

秋津　壽男著 ダイヤモンド社

36 493 エ コロバヌエクササイズ　転倒を防ぐ7つの体操 枝光　聖人著 自由国民社

令和２年12月登録本（一般向き）
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37 493 コ 子どものトラウマがよくわかる本　イラスト版 白川　美也子監修 講談社

38 493 フ
不整脈　心房細動・期外収縮　心臓病の名医が教える最
高の治し方大全　脈が飛ぶ・脈が速く遅く乱れる

文響社

39 493 マ
発達障害最初の一歩　お友だちとのかかわり方、言葉の
引き出し方、「療育」の受け方、接し方

松永　正訓著 中央公論新社

40 494 コ
股関節痛　変形性股関節症　整形外科の名医が教える
最高の治し方大全

文響社

41 496 マ 奇跡のメガネ　だれも知らない「脳内視力」の秘密 松本　康著 自由国民社

42 498 キ 今日からできる！暮らしの感染対策バイブル 堀　成美監修 主婦の友社

43 498 ビ 病気にならない免疫力の上げかた　マンガでかんたん！
永野　剛造監修
河村　万理マンガ

学研プラス

44 499 フ 薬のギモン早わかり帖 藤井　義晴著 主婦の友社

45 519 ニ 木のストロー 西口　彩乃著 扶桑社

46 521 カ 郷土 鹿児島の城館　黎明館企画特別展
鹿児島県歴史・美術セン
ター黎明館企画・編集

「鹿児島の城館」実行
委員会

47 544 ス スッキリ！がってん！雷サージの本 サンコーシヤ著 電気書院

48 591 チ
知識ゼロでもわかる！お金のトリセツ　節約する・貯める・
増やす

井澤　江美監修 永岡書店

49 593 グ 家事
グレイヘアに映える服　年間を通して着られる、チュニック
＆ワンピースと重ね着出来るトップス

ブティック社

50 596 タ 家事 まいにち米粉　パンと料理とお菓子 高橋　ヒロ著 池田書店

51 596 チ 家事 はじめての郷土料理　鹿児島の心を伝えるレシピ集 千葉　しのぶ著 燦燦舎

52 596 ト 家事 年取りと正月の料理　別冊うかたま
日本調理科学会企画・
編集

農山漁村文化協会

53 601 ミ
人も街も動かす！巻き込み力　21歳の学生が、200万人
を呼び込む「どまつり」を作り上げた！

水野　孝一著 KADOKAWA

54 617 オ まるごと楽しむオリーブの本　育てる・食べる・飾る 岡井　路子著
八月社発行
主婦の友社発売

55 627 ヨ
多肉植物の水栽培　土を使わずに水だけで育てる多肉
植物

米原　政一著
日本文芸社編

日本文芸社

56 675 ニ マンガでわかるデジタルマーケティング
西井　敏恭著
桓田　楠末　サイドラン
チマンガ

池田書店

57 681 コ 交通事故の被害者になったら読む本
ベンチャーサポート法
律事務所著

合同フォレスト発行
合同出版発売

58 726 カ 5 まんが 家族で楽しむ「まんが発見！」　５　ゴーダ哲学堂より 松田　哲夫編 あすなろ書房

59 726 カ 6 まんが 家族で楽しむ「まんが発見！」　６　アイドルＡ 松田　哲夫編 あすなろ書房

60 726 コ 33 まんが あさひなぐ　３３ こざき　亜衣著 小学館

61 761 イ
よくわかる最新音楽の仕組みと科学　音楽の存在を正面
から体系的に解き明かす

岩宮　眞一郎著 秀和システム

62 786 ベ ベランピングスタイルブック　おうちキャンプ＆アウトドア 辰巳出版

63 796 ハ 羽生善治の受けの教科書 羽生　善治著 河出書房新社

64 837 ラ
写真と動画で見るジェスチャー・ボディランゲージの英語
表現

ランサムはな著
クロスメディア・ランゲージ
発行　インプレス発売

65 929 セイ オメル・セイフェッティン短編選集
オメル・セイフェッティ
ン著　鈴木　郁子編訳

大同生命国際文化基
金

66 F アク 4 芥川龍之介大活字本シリーズ　４　鼻
芥川　龍之介著
三和書籍編

三和書籍

67 F アサ スター 朝井　リョウ著 朝日新聞出版

68 F アサ 文庫 後宮の木蘭 朝田　小夏著 KADOKAWA

69 F イケ ワカタケル 池澤　夏樹著
日経BP日本経済新聞出
版本部発行　日経マーケ
ティング発売

70 F イト もっこすの城　熊本築城始末 伊東　潤著 KADOKAWA

72 F イヌ 龍神の子どもたち 乾　ルカ著 祥伝社

73 F イノ ママナラナイ 井上　荒野著 祥伝社

74 F イブ 犬がいた季節 伊吹　有喜著 双葉社

75 F オオ ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前　粟生著 河出書房新社

76 F キリ 日没 桐野　夏生著 岩波書店

77 F コジ 泣き娘 小島　環著 集英社

78 F サク 家族じまい 桜木　紫乃著 集英社

79 F サワ アウターQ　弱小Webマガジンの事件簿 澤村　伊智著 祥伝社

80 F サワ うるはしみにくしあなたのともだち 澤村　伊智著 双葉社

81 F ソメ 正義の申し子 染井　為人著 KADOKAWA
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82 F タニ 秘密
谷崎　潤一郎著
マツオ　ヒロミ絵

立東舎発行
リットーミュージック発売

83 F ツカ YA 世界から守ってくれる世界 塚本　はつ歌著 産業編集センター

84 F ナカ テロリストの家 中山　七里著 双葉社

85 F ナカ 銀齢探偵社　静おばあちゃんと要介護探偵　2 中山　七里著 文藝春秋

86 F ナカ 隣はシリアルキラー 中山　七里著 集英社

87 F ナガ 今も未来も変わらない　婦人公論連載小説 長嶋　有著 中央公論新社

88 F ナギ 滅びの前のシャングリラ 凪良　ゆう著 中央公論新社

89 F ナツ 始まりの木 夏川　草介著 小学館

90 F ニシ 私を愛して下さい　長編トラベルミステリー 西村　京太郎著 集英社

91 F ヒガ 谷根千ミステリ散歩　中途半端な逆さま問題 東川　篤哉著 KADOKAWA


