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1 007 オ オードリー・タン　デジタルとAIの未来を語る オードリー・タン著 プレジデント社

2 007 ク コンピュータサイエンス図鑑　決定版

クレール・クイグリー

パトリシア・フォスター著
ヘレン・コールドウェルほ

か監修
山崎　正浩訳

創元社

3 018 ア
専門図書館探訪　あなたの「知りたい」に応えるガイドブッ
ク

青柳　英治
長谷川　昭子共著
専門図書館協議会監修

勉誠出版

4 019 カ 読書革命 金川　顕教著 総合法令出版

5 159 カ 年収1億円の神ルール10 金川　顕教著 ポプラ社

6 159 デ 還暦からの底力　歴史・人・旅に学ぶ生き方 出口　治明著 講談社

7 188 モ
子育てで忘れ去られたとても大切なこと　養護施設で育っ
た住職が伝えたい

森下　瑞堂著 現代書林

8 209 ビ ヴィジュアル歴史百科
DK社編著
小林　朋則訳

原書房

9 210 ア 大名格差　江戸三百藩のリアル 安藤　優一郎著 彩図社

10 210 イ 一冊でわかる幕末 大石　学監修 河出書房新社

11 219 シ 郷土 写真集　明治大正昭和　鹿児島　オンデマンド版 芳　即正編
国書刊行会発行
日本写真印刷コミュニ
ケーションズ印刷・製本

12 219 シ 郷土
写真集　明治大正昭和　枕崎　坊津　知覧　オンデマンド
版

山之内　国助編
国書刊行会発行
日本写真印刷コミュニ
ケーションズ印刷・製本

13 293 ケ 料理大好き小学生がフランスの台所で教わったこと ケイタ著 自然食通信社

14 312 ヒ 秘録維新七十年図鑑　新装版
東京日日新聞社
大阪毎日新聞社編

吉川弘文館

15 327 イ YA 裁判官になるには 飯島　一孝著 ぺりかん社

16 336 カ 80分でマスター！ガチ速簿記入門 金川　顕教著 扶桑社

17 336 ボ
簿記の教科書1年生　改訂版　オールカラー版　イラスト解
説だから、はじめてでもわかる

宇田川　敏正監修 新星出版社

18 351 カ 2019 郷土 鹿児島県統計年鑑　令和元年
鹿児島県企画部統計
課編集

鹿児島県統計協会

19 367 ニ 子どもを連れて、逃げました。 西牟田　靖著 晶文社

20 367 ハ 老いの落とし穴 遥　洋子著 幻冬舎

21 367 フ フェミニズム大図鑑
ハンナ・マッケンほか著

最所　篤子
福井　久美子訳

三省堂

22 370 ガ ＃学校ってなんだろう　“学校”について自由に語ろう
ソクラテスのたまご編
集部編

学事出版

23 376 ア おはなしいっぱい！楽しい手袋シアター amico著 新星出版社

24 386 ス しめ飾り造形とその技法　藁を綯い、春を寿ぐ
鈴木　安一郎
安藤　健治著

誠文堂新光社

25 392 オ YA 自衛官になるには 岡田　真理著 ぺりかん社

26 421 ジ
次元のすべて　改訂第2版　ホログラフィー理論がみせる
次元の新しい世界

ニュートンプレス

27 471 コ 世界のふしぎな木の実図鑑
小林　智洋
山東　智紀著
山田　英春写真

創元社

28 484 セ 世界一わかりやすいイカとタコの図鑑

ロジャー・ハンロンほ
か２名著
水野　裕紀子訳
池田　譲監訳

化学同人

29 487 マ ま～るい魚図鑑 松浦　啓一著 エクスナレッジ

30 491 ア
あふれる力。唾液がカギを握る！　世界総マスク時代の健
康法

株式会社オーラルケア
著

株式会社オーラルケア

31 493 カ
肩こりは1分で消える！　ゴッドハンドが教える究極のセル
フケア　昼も夜も安心！尿意をコントロール！

笠原　章弘著 自由国民社

32 494 ヒ
頻尿・尿もれ　泌尿器科の名医が教える最高の治し方大
全

文響社

33 496 フ
副鼻腔炎　耳鼻科の名医が教える最高の治し方大全　蓄
膿症・アレルギー性鼻炎・花粉症

文響社

34 497 イ 家事 マスク老け撃退顔トレ　マスクしたまま30秒！！ 石井　さとこ著 集英社

35 498 ア
新しい「足」のトリセツ　“歩く力”を落とさない！　アキレス
腱の柔らかさが「足の健康」に重要だった！

下北沢病院医師団著
日経BP
日経BPマーケティング
発売

36 498 ク
ナッツをうまく食べれば100歳まで長生きできる！　驚くべ
き健康・美容パワーのスーパーフード！

工藤　孝文著 河出書房新社

37 498 ナ
コロナ禍の9割は情報災害　withコロナを生き抜く36の知
恵

長尾　和宏著 山と溪谷社

令和３年２月登録本（一般向き）
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38 498 パ 解剖学からわかるYOGA　体のつくりで徹底解説！
サリー・パークス著
征矢　英昭ほか２名監訳

平　湊音訳
ニュートンプレス

39 502 ハ 発明と技術の百科図鑑
DK社編著
柴田　譲治訳

原書房

40 520 ミ
いまはまだない仕事にやがてつく君たちへ　建築家・三浦
丈典が未来への悩みにこたえる

三浦　丈典著 彰国社

41 538 ブ ブルーインパルスパーフェクト・ガイドブック イカロス出版

42 543 ゲ
原発再稼働までに何が起きたか　「反原発」からトンデモ
判決まで

産経新聞九州総局著 産経新聞出版

43 581 ニ

日本の刃物　研ぎの技法　この1冊を読めば和の刃物の
知識と研ぎ方がわかる　刃物の研ぎ　手入れと保管　砥石
の知識　研ぎ場の作り方　刃物ができるまで

大工道具研究会編 誠文堂新光社

44 588 ゴ 世界お酒MAPS　イラストでめぐる80杯の図鑑

ジュール・ゴベール＝
テュルパン
アドリアン・グラン・シュ
ミット・ビアンキ著
ダコスタ吉村花子訳

グラフィック社

45 590 イ 家事
いちばんわかりやすい家事のきほん大事典　この一冊に
全部おまかせ！

成美堂出版編集部編 成美堂出版

46 590 イ 忙しくても毎日が整うシンプルライフ入門
日経BP発行
日経BPマーケティング
発売

47 593 ツ 家事
リメイクしたらオンリーワンができました。　その服捨てるの
ちょっと待った！

津田　蘭子著 JTBパブリッシング

48 594 テ 家事 かぎ針で編むキュートななりきり帽子＆小物 寺西　恵里子著 日東書院本社

49 596 オ
お取り寄せのたしなみ手みやげの作法　押さえておきたい
マナー

主婦の友社編 主婦の友社

50 596 コ コハシ日和　大切な人をとびきりの笑顔にする魔法のレシ コハシ　ヒロミ著 渕上印刷

51 596 シ 家事
植物生まれのやさしいお菓子　白崎茶会　卵、小麦粉、乳
製品を使わないかろやかなおいしさ

白崎　裕子著 扶桑社

52 596 タ
志麻さんの台所ルール　毎日のごはん作りがラクになる、
一生ものの料理のコツ

タサン志麻著 河出書房新社

53 596 バ 家事
いつもの料理が“パっと”おいしくなる魔法　ロバート馬場
ちゃんのキッチンmemo

馬場　裕之著 三才ブックス

54 597 マ 家事
掃除を減らして健康になる「始末の習慣」　病院清掃30年
のプロが教える　使ったその場でついでに処理

松本　忠男著 廣済堂出版

55 599 ア 家事
赤ちゃん寝かしつけの新常識　赤いライトで朝までぐっすり
ノーベル賞×睡眠化学

ソフィア・アクセルロッド著

綿屋　志穂訳
東洋館出版社

56 599 ビ 家事 BLW〈赤ちゃん主導の離乳〉をはじめよう！ 日本BLW協会著 原書房

57 612 ニ 日本の食卓の将来と食料生産の強靱化について考える 
大杉　立ほか著
日本学術協力財団編

日本学術協力財団

58 620 ツ 最新園芸・植物用語集 土橋　豊著 淡交社

59 627 イ 家事
フラワーラッピング・マニュアル　時短テクニックから資材の無駄
を省く技まで

出崎　徹著 誠文堂新光社

60 627 メ
愛でる、食べる、楽しめる！「暮らしとからだに効く植物の
名前」300がよくわかる図鑑

主婦と生活社

61 657 タ 竹
内村　悦三ほか４名著
紀州製竿組合著

農山漁村文化協会

62 657 ト 世界のどんぐり図鑑
徳永　桂子著
原　正利解説

平凡社

63 666 ニ 水産 ノリの科学 二羽　恭介編著 朝倉書店

64 673 ミ
「ハードクレーマー」最強撃退法　すごい！秒速で相手が
黙る7つの「カウンターコミュニケーション」術

三橋　幸和著 コスミック出版

65 681 コ
あおり運転　被害者、加害者にならないためのパーフェク
トガイド

菰田　潔著 彩流社

66 726 フ まんが ドラ絵もん 藤子・F・不二雄著 小学館

67 726 フ まんが ドラえもん　０ 藤子・F・不二雄著 小学館

68 726 フ まんが 引くえもん 藤子・F・不二雄著 小学館

69 727 ナ
なかみグラフィックス　断面図・分解図・透過図のめくるめく
世界

フアン・ベラスコ
サムエル・ベラスコ編
著
ゲシュタルテン編

グラフィック社

70 743 マ カメラのきほん練習帳　今度こそスッキリわかる！ 松本　茜著 永岡書店

71 743 ヤ
まるごとわかる！撮り方ブック　iPhone & スマホ編　写真
編集者が教える“スマホ写真”の撮り方ガイド

山崎　理佳著 日東書院本社

72 749 イ 印刷・加工DIYブック　改訂版 大原　健一郎ほか２名著
グラフィックス社編集部著

グラフィック社
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73 750 コ
工芸の国、ニッポン。　一〇〇年残るもの、一〇〇年受け
継ぐもの。

平凡社

74 750 サ
ふきさんのアイデアおもちゃ大百科　ひらめいた！遊びの
レシピ

佐藤　蕗著 偕成社

75 751 ヤ
やきものの教科書　基礎知識から陶芸技法・全国産地情
報まで

陶工房編集部編 誠文堂新光社

76 755 レ 1 レザークラフト技法事典　大文字版　クラフト学園虎の巻
スタジオタッククリエイ
ティブ

77 755 レ 2 レザークラフト技法事典　大文字版　クラフト学園龍の巻
スタジオタッククリエイ
ティブ

78 755 レ 3 レザークラフト技法事典　大文字版　装飾編 クラフト学園監修
スタジオタッククリエイ
ティブ

79 759 リ レゴブロックの世界　60周年版
ダニエル・リプコー
ウィッツ著
五十嵐　加奈子訳

東京書籍

80 760 オ YA
音楽で生きる方法　高校生からの音大受験、留学、仕事と
将来

相澤　真一
髙橋　かおり
坂本　光太
輪湖　里奈著

青弓社

81 763 オ
想いをつたえる明日への卒園ソング　おめでとう！ありが
とう！

ケイ・エム・ピー

82 778 カ アニメーションの基礎知識大百科　増補改訂版 神村　幸子著 グラフィック社

83 778 ミ 日本製 三浦　春馬著 ワニブックス

84 796 フ 藤井聡太のいる時代 朝日新聞将棋取材班著 朝日新聞出版

85 811 サ 漢字は生きている　クイズ120問 笹原　宏之著 東京新聞

86 814 ヨ 平成の新語・流行語辞典 米川　明彦著 東京堂出版

87 818 ウ 郷土 かごっま言葉玉手箱 植村　紀子著 南日本新聞社

88 821 シ 漢字の体系 白川　静著 平凡社

89 902 セカ 世界物語大事典
ローラ・ミラー総合編集

巽　孝之日本語版監修
越前　敏弥訳

三省堂

90 902 ビナ もしも、詩があったら アーサー・ビナード著 光文社

91 910 トミ 入門三島由紀夫　「文武両道」の哲学 富岡　幸一郎著 ビジネス社

92 910 ヤマ 文豪のぼやき　短い言葉が心に刺さる 山口　謠司著 秀和システム

93 911 アサ ゴミの日　アーサー・ビナード詩集
アーサー・ビナード作
古川　タク絵

理論社

94 911 コヤ 親子で読み継ぐ万葉集　ベストセレクション50
小柳　左門
白駒　妃登美著

致知出版社

95 914 シモ 私は夕暮れ時に死ぬと決めている 下重　暁子著 河出書房新社

96 916 モリ
話せない私研究　大人になってわかった場面緘黙との付
き合い方

モリナガ　アメ著 合同出版

97 918 カザ 201 郷土 火山地帯　第201号 立石　富生編 火山地帯社

98 F アキ 2 ひとり旅日和　〔２〕　縁結び！ 秋川　滝美著 KADOKAWA

99 F アク 6 芥川龍之介大活字本シリーズ　６　河童
芥川　龍之介著
三和書籍編

三和書籍

100 F アク 文庫 藪の中・将軍　改版 芥川　龍之介著 KADOKAWA

101 F ウサ 推し、燃ゆ 宇佐見　りん著 河出書房新社

102 F ウチ 今度生まれたら 内館　牧子著 講談社

103 F カク 銀の夜 角田　光代著 光文社

104 F カシ 京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 柏井　壽著 講談社

105 F カミ 悪魔を殺した男 神永　学著 講談社

106 F キタ 9 チンギス紀　９　日輪 北方　謙三著 集英社

107 F サイ 心淋し川 西條　奈加著 集英社

108 F シン 誘拐ファミリー 新堂　冬樹著 双葉社

109 F セブ Seven　Stories　星が流れた夜の車窓から 糸井　重里ほか６名著 文藝春秋

110 F ソエ 地べたを旅立つ　掃除機探偵の推理と冒険 そえだ　信著 早川書房

111 F タカ 7 文庫 はなの味ごよみ　〔７〕　勇気ひとつ　書き下ろし長篇時代 高田　在子著 KADOKAWA

112 F ナカ 復讐の協奏曲（コンチェルト） 中山　七里著 講談社

113 F ナカ 文庫 文字禍・牛人 中島　敦著 KADOKAWA

114 F ヒガ ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野　圭吾著 光文社

115 F マリ 聖女か悪女 真梨　幸子著 小学館

116 F ミナ 一生に一度の「好き」を、全部きみに。 miNato著 スターツ出版


