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1 726 コ 26 あさひなぐ　26 こざき　亜衣著 小学館

2 913 ムラ 1 紫の結び　１　源氏物語 紫式部著　荻原　規子訳 理論社

3 913 ムラ 2 紫の結び　２　源氏物語 紫式部著　荻原　規子訳 理論社

4 913 ムラ 3 紫の結び　３　源氏物語 紫式部著　荻原　規子訳 理論社

5 175 オ 神社とお寺おいしいお詣りスイーツ 大浦　春堂著 講談社

6 209 ベ 世界から消えた50の国　1840-1975年
ビョルン・ベルゲ著
角　敦子訳

原書房

7 288 オ 日本人の名前の歴史 奥富　敬之著 吉川弘文館

8 291 ル 旅 るるぶ群馬　’１９　草津　伊香保　富岡 JTBパブリッシング

9 365 ナ
図解親の財産を見つけて実家をたたむ方法　遺品整
理の第一人者が教える

内藤　久著 ビジネス社

10 492 テ たった1分脳疲労にきく魔法の手もみ 手島　渚著 河出書房新社

11 498 イ 家事
医師が実践するおいしい糖質オフレシピ216　組み合
わせ自在！ラクラク献立！

灰本　元・渡邉　志帆監修
村松　眞由子・小島　佐紀子料理

西東社

12 498 ナ
本当に必要な「ゆるスクワット」と「かかと落とし」　筋肉
と骨、どっちも大事。ほどよい運動で若返る。

中村　幸男著 小学館

13 627 イ 部屋で楽しむ小さな苔の森　テラリウムで元気に育 石河　英作著 家の光協会

14 659 コ
これからはじめる狩猟入門　狩猟免許の取り方から、
銃の入手、実際の猟まで　狩猟の基本がわかる

原田　祐介監修 ナツメ社

15 724 ヨ 絵封筒の描き方　絵てがみをもっと自由に楽しもう 吉水　咲子著 誠文堂新光社

16 748 カ 神の島のうた
葛西　亜理沙写真
中脇　初枝文

講談社

17 748 ト 忘れられない祈りの聖地 富井　義夫著 山と溪谷社

18 814 コ 女のことば男のことば 小林　祥次郎著 勉誠出版

19 F アク 蜜柑
芥川　龍之介著
げみ絵

立東舎発行
リットーミュージック発売

20 F アサ 地に滾る あさの　あつこ著 祥伝社

21 F シバ ISOROKU　異聞・真珠湾攻撃 柴田　哲孝著 祥伝社

22 F ナカ 神に守られた島 中脇　初枝著 講談社

23 159 カ 女性の「定年後」　何をして、何をしないか 香山　リカ著 大和書房

24 210 カ 新書
逆転した日本史　聖徳太子、坂本龍馬、鎖国が教科書
から消える

河合　敦著 扶桑社

25 594 カ 家事 カットクロスでつくる布こもの　Bag，Pouch，Beret，Apron…etc． 文化出版局編 文化学園文化出版局

26 915 シイ 旅先のオバケ 椎名　誠著 集英社

27 371 タ 多文化社会を生きる子どもとスクールソーシャルワーク
鈴木　庸裕・新井　英靖・
佐々木　千里編著

かもがわ出版

28 300 カ
中学校の公民が1冊でしっかりわかる本　解説が面白
いから記憶に残る！　フルカラー版

蔭山　克秀著 かんき出版

29 324 ヨ
よくわかる！成年後見のしくみと利用法　弱い立場の
人を守りたい！

しんきん成年後見サ
ポート監修

ナツメ社

30 364 サ
最新介護保険の基本と仕組みがよ～くわかる本　第7
版　現場で知っておきたい制度のしくみ

高室　成幸監修
ケアマネジメント研究フォーラム著

秀和システム

31 366 シ 20 資格取り方選び方全ガイド　2020年版 高橋書店編集部編 高橋書店

32 371 ワ AIに負けない「教育」 渡部　信一著 大修館書店

33 445 フ
火星の科学　Guide　to　Mars　水、生命、そして人類移住計
画赤い惑星を最新研究で読み解く

藤井　旭・荒舩　良孝著 誠文堂新光社

34 457 ウ
羽毛恐竜と巨大昆虫　スーパービジュアル再現　７つ
の謎で解き明かす太古の世界

マリー・ステルブ他３名著
竹花　秀春訳他１名訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社発行
日経BPマーケティング発売

35 495 カ 選べなかった命　出生前診断の誤診で生まれた子 河合　香織著 文藝春秋

36 495 ナ 遺伝するがん・しないがん　がんと遺伝の疑問に答え 仲田　洋美著 法研

37 694 イ
人生を豊かにするスマホとの付き合い方　シニアのた
めの、いちばんやさしいスマホの本

石川　結貴著
花伝社発行
共栄書房発売

38 780 ス
女性アスリートの教科書　部活女子からトップ選手まで　必ず
伸びる、強くなる　指導者・保護者が知っておきたい40のこと

須永　美歌子著 主婦の友社

39 837 フ
やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし　訪日客を
もてなすための伝わりやすい言葉のルール

藤田　玲子・加藤　好崇著 研究社

40 914 ミタ 15 三谷幸喜のありふれた生活　15　おいしい時間 三谷　幸喜著 朝日新聞出版

41 936 メズ
マンモスを再生せよ　ハーバード大学遺伝子研究チー
ムの挑戦

ベン・メズリック著
上野　元美訳

文藝春秋

42 F イケ 3 下町ロケット　３　ゴースト 池井戸　潤著 小学館

43 F コン 任侠浴場 今野　敏著 中央公論新社
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44 F タカ 送り火 高橋　弘希著 文藝春秋

45 F ナガ 大奥づとめ 永井　紗耶子著 新潮社

46 F ナカ 能面検事 中山　七里著 光文社

47 F ハタ むすびつき 畠中　恵著 新潮社

48 933 サリ
このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる　ハプワース16、
1924年

J．D．サリンジャー著
金原　瑞人訳

新潮社

49 780 ツ 使える！スポーツ手話ハンドブック

『スポーツ関連用語集』
編集委員会編集
全国手話研修センター日
本手話研究所手話監修

全日本ろうあ連盟

50 F ウサ 骨を弔う 宇佐美　まこと著 小学館

51 069 ル 旅 るるぶにっぽんの博物館 JTBパブリッシング

52 210 ワ 戦国時代の表と裏 渡邊　大門著 東京堂出版

53 327 オ
司法書士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本　第2
版　本当のところどうなの？

大越　一毅著 秀和システム

54 338 カ 為替が動くと、世の中どうなる？ 角川　総一著 すばる舎

55 364 オ 新書 総介護社会　介護保険から問い直す 小竹　雅子著 岩波書店

56 366 ヨ よくわかる働き方改革　人事労務はこう変わる 日野　勝吾・結城　康博編著 ぎょうせい

57 378 ワ わかる！できる！新・おやこ手話じてん 全国早期支援研究協議会編 東邦出版

58 379 イ 子どもの自己肯定感を高める10の魔法のことば 石田　勝紀著 集英社

59 459 サ
鉱物のテラリウム・レシピ　水槽とガラスびんの中に作
る鉱物の庭

さとう　かよこ著 玄光社

60 486 オ
図鑑日本の鳴く虫　コオロギ類キリギリス類捕り方から
飼い方まで

奥山　風太郎著 エムピージェー

61 494 ヒ
皮膚の病気　湿疹・皮膚炎・じんま疹・ヘルペス・帯状疱疹・いぼ・水
虫・あざ・皮膚がんほか

清　佳浩監修
主婦の友社編

主婦の友社

62 498 イ ＹＡ 臨床検査技師になるには 岩間　靖典著 ぺりかん社

63 596 ワ 家事 子どもが喜ぶ自然派おやつ　簡単！安心！ 脇　雅世著 主婦の友社

64 625 タ
奇跡のバナナ　生物学の常識を覆す「凍結解凍覚醒
法」が世界を救う！！

田中　節三著 学研プラス

65 726 テ
まん
が

手塚マンガで憲法九条を読む
手塚　治虫マンガ
小森　陽一解説

子どもの未来社

66 754 ピ
家族がよろこぶダンボール工作　子供のための収納・
家具・おもちゃ

pika著 日本ヴォーグ社

67 763 ガ 楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑 民音音楽博物館監修 河出書房新社

68 783 コ 甲辞園 ベースボール・マガジン社編 ベースボール・マガジン社

69 F アサ 悪玉伝 朝井　まかて著 KADOKAWA

70 F カキ 四十歳、未婚出産 垣谷　美雨著 幻冬舎

71 F タケ 東遊記 武内　涼著 KADOKAWA

72 F マリ ツキマトウ　警視庁ストーカー対策室ゼロ係 真梨　幸子著 KADOKAWA

73 204 ナ 日本人として知っておきたい世界史の教訓 中西　輝政著
育鵬社発行
扶桑社発売

74 361 オ くらべる日本　東西南北
おかべ　たかし文
山出　高士写真

東京書籍

75 361 ブ 失われゆく日本　黒船時代の技法で撮る エバレット・ケネディ・ブラウン著 小学館

76 465 ナ トコトンやさしい微生物の本 中島　春紫著 日刊工業新聞社

77 482 フ 写真に残された絶滅動物たち最後の記録
エロル・フラー著
鴨志田　恵訳

エクスナレッジ

78 493 マ 子どもの便秘は今すぐなおせ 松生　恒夫著 主婦の友社

79 518 モ
新カドタ式生ごみでカンタン土づくり　花も野菜も土のう
袋堆肥でよく育つ

門田　幸代著 学研プラス

80 543 ス 水力発電が日本を救う　ふくしまチャレンジ編 竹村　公太郎監修
福島水力発電促進会議編

東洋経済新報社

81 626 サ
野菜作り「コツ」の科学　「なぜ」がわかると「結果」が出
せる

佐倉　朗夫著 講談社

82 626 ノ
農家が教える野菜づくりのコツと裏ワザ　とんがり下ま
き、踏んづけ植え、逆さ植え、ジャガ芽挿し、L字仕立て

農文協編 農山漁村文化協会

83 666 ス きんぎょ飼育図鑑　豊富な品種を詳しく紹介 杉野　裕志著 エムピージェー

84 783 カ 阪神園芸甲子園の神整備 金沢　健児著 毎日新聞出版

85 910 ノザ 水の匂いがするようだ　井伏鱒二のほうへ 野崎　歓著 集英社

86 F イワ 政宗の遺言 岩井　三四二著 エイチアンドアイ

87 F オオ 赤い靴 大山　淳子著 ポプラ社
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88 F ハム 蝶のゆくへ 葉室　麟著 集英社

89 F ホシ 4 文庫活版印刷三日月堂　４　雲の日記帳 ほしお　さなえ著 ポプラ社

90 F マヤ 1 シンドローム　上 真山　仁著 講談社

91 F マヤ 2 シンドローム　下 真山　仁著 講談社

92 F ムラ 星をつなぐ手　桜風堂ものがたり 村山　早紀著 PHP研究所

93 918 カザ 194郷土火山地帯　第１９４号 立石　富生編 火山地帯社

94 289 サ 36 郷土敬天愛人　第３６号 西郷南洲顕彰会専門委員会編 西郷南洲顕彰会

95 366 ワ 女性と求人情報　女性活躍の時代に向かって1868-2018 渡邉　嘉子著
先端教育機構社会情報
大学院大学出版部

96 487 ミ 水産はじめての魚類学　“好き”から魚博士へ！
宮崎　佑介著
福井　歩写真

オーム社

97 801 ミ 見たまま書くだけ！宣伝・貼り紙・注意書き6カ国語文 看板・掲示板研究会編 新星出版社

98 021 ウ ウェブサイトの著作権Q＆A　コンテンツ別
雪丸　真吾・福市　航介・
宮澤　真志編

中央経済社発行
中央経済グループパブリッシング発売

99 310 ノ みらいを、つかめ　多様なみんなが活躍する時代に 野田　聖子著 CCCメディアハウス

100 369 ヤ 危機対策必携マニュアル　天災・人災・戦災に備える 矢野　義昭著 勉誠出版

101 431 ジ ビジュアル大百科元素と周期表
トム・ジャクソン著
ジャック・チャローナ監修
藤嶋　昭監訳　伊藤　伸子訳

化学同人

102 464 ホ ＹＡ バイオ技術者・研究者になるには 堀川　晃菜著 ぺりかん社

103 481 ボ 動物たちの内なる生活　森林管理官が聴いた野生の声
ペーター・ヴォールレーベン著

本田　雅也訳
早川書房

104 496 ウ
ウルトラ図解白内障・緑内障　視力を失わないための
最新知識と治療

ビッセン宮島弘子監修 法研

105 496 ナ 難聴・耳鳴り・めまいの治し方　イラスト版 小川　郁監修 講談社

106 521 セ 石垣の名城完全ガイド 千田　嘉博編著 講談社

107 593 コ 家事
心地良い暮らし着　かっぽう着・エプロン　ふだん着
甚平・作務衣　はおり物・はんてん

ブティック社

108 623 ス
すぐわかる病害虫ポケット図鑑　花・庭木・野菜・果樹・
水稲85品目521種

大阪府植物防疫協会編 農山漁村文化協会

109 627 ウ
水揚げ＆花のケア　増補改訂版　切り花の鮮度保持マ
ニュアル

薄木　健友著 誠文堂新光社

110 933 ジャ こうしてイギリスから熊がいなくなりました
ミック・ジャクソン著
田内　志文訳

東京創元社

111 936 ワイ ある葬儀屋の告白
キャレブ・ワイルド著
鈴木　晶訳

飛鳥新社

112 F イジ 日傘を差す女 伊集院　静著 文藝春秋

113 F シオ 歪んだ波紋 塩田　武士著 講談社

114 F タニ 私が誰かわかりますか 谷川　直子著 朝日新聞出版

115 F モリ 矢上教授の「十二支考」 森谷　明子著 祥伝社

116 407 オ ＹＡ
13歳からの研究倫理　知っておこう！科学の世界の
ルール

大橋　淳史著 化学同人


