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1 007 パ 20 パソコンで困ったときに開く本　２０２０ 朝日新聞出版

2 014 シ 水濡れから図書館資料を救おう！ 眞野　節雄編著 日本図書館協会

3 015 オ
図書館パートナーズのつくり方
図書館からのコミュニティづくり

小田垣　宏和著 郵研社

4 070 イ 新聞の読み方　考える力と情報力が身につく 池上　彰著 祥伝社

5 148 タ 20 家事 たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典　2020～2021年版
たまごクラブ編
栗原　里央子監修

ベネッセコーポレーション

6 159 ウ 私、失敗ばかりなので　へこたれない仕事術 内山　聖子著 新潮社

7 159 カ 金川流人財募集要項　求められる人になる45の条件 金川　顕教著 秀和システム

8 159 カ 最高の働き方　理想の人生は「脱サラ」の先にある 金川　顕教著 総合法令出版

9 175 キ 霧島神宮誌 霧島神宮誌編纂委員会編 霧島神宮

10 182 ズ 新書 図説地図とあらすじでわかる！釈迦の生涯と日本の仏教 瓜生　中監修 青春出版社

11 210 タ 正しく読む古事記　大人の学び直し 武光　誠著 エムディエヌコーポレーション

12 210 モ
つなげてみれば超わかる日本史×世界史
つなげると何が起きたかよくわかる

森村　宗冬著 彩図社

13 288 レ 令和誕生　退位・改元の黒衣たち 読売新聞政治部著 新潮社

14 291 オ 4 新編　大村市史　第４巻　近代編 大村市史編さん委員会編 大村市役所

15 291 タ 皇居の歩き方　最後の秘境 竹内　正浩著 小学館

16 291 ル 20 旅 るるぶ青森　’２０　弘前八戸奥入瀬 JTBパブリッシング

17 309 ニ 三島由紀夫と最後に会った青年将校 西村　繁樹著 並木書房

18 327 キ 日弁連という病　日米弁護士コンビ怒りの告発！！
北村　晴男
ケント・ギルバード著

育鵬社発行
扶桑社発売

19 336 セ 専門税理士がアドバイスする！会社の節税超基本

ベリーベスト
中小企業の黒字化を応援す

る税理士の会共同監修

エッサム著

あさ出版

20 336 タ 消費税軽減税率のキホン100問100答　イラスト図解 谷口　孔陛著 大蔵財務協会

21 361 ニ
ほめ下手だから上手くいく
「ほめられない」を魅力に変える方法

西村　貴好著 ユサブル

22 366 フ
副業のはじめ方がわかる本
いちばんやさしい　見つけ方・手続き・法律・税金などを解説
この一冊で不安と疑問を完全フォロー

成美堂出版編集部編著 成美堂出版

23 367 ノ 後悔しない子育て　世代間連鎖を防ぐために必要なこと 信田　さよ子著 講談社

24 369 サ 家事 椅子に座ってできるシニアの1，2分間筋トレ×脳トレ体操51 斎藤　道雄著 黎明書房

25 369 セ
世界中の子どもの権利をまもる30の方法
だれひとり置き去りにしない！

国際子ども権利センター
甲斐田　万智子編
荒牧　重人監修

合同出版

26 369 ベ
弁護士・実務家に聞く里親として知っておきたいこと
里親養育Q＆A

SOS子どもの村JAPAN編 海鳥社

27 376 ブ
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
The　Real　British　Secondary　School　Days

ブレイディみかこ著 新潮社

28 378 ヨ 読み聞かせで発達支援　絵本でひらく心とことば 本と子どもの発達を考える会著 かもがわ出版

29 386 ユ ユネスコ世界の無形文化遺産
マッシモ・チェンティーニ編著

岡本　千晶訳
原書房

30 387 シ 魔法使いの教科書　神話と伝説と物語
オーブリー・シャーマン著

龍　和子訳
原書房

31 410 サ
「算数の教え方」がわかる本　改訂版
おうちで完全マスター！

牛瀧　文宏監修
子ども学力向上研究会著

メイツ出版

32 484 ウ ウニハンドブック
田中　颯
大作　晃一
幸塚　久典著

文一総合出版

33 492 ウ
マンガでわかる究極の痛み消し
ゆっくり呼吸＆ダラッとストレッチ

臼居　優著 翔泳社

34 493 エ NHKガッテン！血圧をラク～に下げる！最強ワザ
NHK第3制作ユニット（科学）

主婦と生活社「ＮＨＫガッ
テン！」編集班編

主婦と生活社

35 493 ネ 1 家事 寝ながらできる認知症予防　１　1分間指体操

山崎　律子
上野　幸編
余暇問題研究所著
東郷　聖美絵

ミネルヴァ書房

36 493 ネ 2 家事 寝ながらできる認知症予防　２　1分間指体操プラス＋

山崎　律子
上野　幸編
余暇問題研究所著
東郷　聖美絵

ミネルヴァ書房

37 493 ミ 川崎病　増え続ける謎の小児疾患 三浦　大著 弘文堂
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38 496 カ

それって円錐角膜かもしれません
10代、20代のうちに気づいて欲しい
早くみつけられれば進行を止める方法があります！

加藤　直子著 ライフサイエンス出版

39 498 ア
何歳からでも丸まった背中が2カ月で伸びる！
背筋の衰えで「頭を支えられない」から猫背になるメカニズム

安保　雅博
中山　恭秀著

すばる舎

40 498 ア
新しいタンパク質の教科書
健康な心と体をつくる栄養の基本

上西　一弘監修 池田書店

41 498 キ
筋肉・肌・目・耳の“若返り”健康法
年のせいとあきらめない！

「きょうの健康」番組制作
班　主婦と生活社ライフ・
プラス編集部編

主婦と生活社

42 498 ニ 新書 日本人の9割がやっているかなり残念な健康習慣 ホームライフ取材班編 青春出版社

43 501 イ
はじめてでもよくわかる！図面の読み方
企画会議・営業会議　商談・物品調達など

飯島　晃良著　コン
デックス情報研究所編

成美堂出版

44 501 ヨ トコトンやさしい金属材料の本 吉村　泰治著 日刊工業新聞社

45 509 ダ 誰が科学を殺すのか　科学技術立国「崩壊」の衝撃
毎日新聞「幻の科学技
術立国」取材班著

毎日新聞出版

46 524 オ トコトンやさしい建築材料の本
大垣　賀津雄
大塚　秀三著

日刊工業新聞社

47 593 ニ 日本一の洗濯屋が教える間違いだらけの洗濯術 洗濯ブラザーズ著 アスコム

48 593 ホ 「お繕い」で服を育てる。　ダメージは味方 堀内　春美著 主婦の友社

49 594 フ 家事
福を招く干支のお針仕事
お細工物、つり雛、パッチワークなどで作る十二支の動物たち

日本ヴォーグ社

50 595 イ 家事 いくつになっても変われる大人のメイクレッスン 浅香　純子監修 ナツメ社

51 596 ア 味わってみたい日本の料亭・料理店　近畿編 アイフィス編
全国料理生活衛生同
業組合連合会

52 596 ア 家事
朝10分でできるスープ弁当
あったかいからおいしい！具だくさんスープレシピ60

有賀　薫著 マガジンハウス

53 596 シ 家事 肉・魚・加工食品保存のアイデア帖 島本　美由紀著 パイインターナショナル

54 596 ヨ 家事
からだが温まるとろみのレシピ
栄養まるごと食べられる　塩分・カロリー控えめ

吉澤　まゆ著 池田書店

55 597 ナ
親の健康を守る実家の片づけ方
日本初の片づけヘルパーが教える

永井　美穂著 大和書房

56 598 マ マンガでわかる！はじめてBOOK子どもの病気・おうちケア
佐久医師会教えて！ドク
タープロジェクトチーム著
江村　康子漫画・イラスト

KADOKAWA

57 599 オ 子育てを元気にする絵本　ママ・パパ・保育者へ。 大豆生田　啓友著 エイデル研究所

58 599 ナ 家事
いっぺんに作る赤ちゃんと大人のごはん
基本知識から調理テクニック、食べさせ方までわかる
一度の調理で家族みんなが食べられる和の取り分け離乳食

中田　馨著 誠文堂新光社

59 617 レ 世界からコーヒーがなくなるまえに
ペトリ・レッパネン
ラリ・サロマ―著
セルボ　貴子訳

青土社

60 627 オ オーガニック植木屋の剪定術　鳥・虫・草木と楽しむ ひきちガーデンサービス著 築地書館

61 685 カ 高齢ドライバーに運転をやめさせる22の方法 川畑　信也著 小学館

62 709 コ 国宝ロストワールド　写真家たちがとらえた文化財の記録
岡塚　章子
金子　隆一
説田　晃大著

小学館

63 724 シ 水墨で描くやさしいはがき絵　四季の草花・風物と十二支 塩澤　玉聖著 日貿出版社

64 751 セ
関口真優のいちばん親切なミニチュアスイーツの教科書
樹脂粘土でつくる小さなお菓子

関口　真優著 河出書房新社

65 781 キ 基礎から学ぶ！ストレッチング　令和版
谷本　道哉ほか２名著
石井　直方監修

ベースボール・マガジン社

66 814 ア 21 朝日キーワード就職　２０２１　最新時事用語＆一般常識 朝日新聞出版編 朝日新聞出版

67 815 ニ 「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷　裕子編 東京堂出版

68 816 ト スッキリ文章術　文法のおさらいでお悩み解消！ 時田　昌著 ぱる出版

69 910 マツ
古典の裏
「知ってるつもり」の有名古典「みんな知らない」ウラ話

松村　瞳著
すぎやま　えみこマンガ

笠間書院

70 914 アリ 2 倒れるときは前のめり　ふたたび 有川　ひろ著 KADOKAWA

72 916 シノ 介護のうしろから「がん」が来た！ 篠田　節子著 集英社

73 933 バニ 文庫 11月に去りし者
ルー・バーニー著
加賀山　卓朗訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

74 F アキ ひとり旅日和 秋川　滝美著 KADOKAWA

75 F アサ グッドバイ 朝井　まかて著 朝日新聞出版

76 F イト 潮待ちの宿 伊東　潤著 文藝春秋

77 F ウエ 本意に非ず 上田　秀人著 文藝春秋
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78 F オオ 通夜女 大山　淳子著 徳間書店

79 F オガ 月夜とめがね
小川　未明著
げみ絵

立東舎

80 F コバ トリニティ、トリニティ、トリニティ 小林　エリカ著 集英社

81 F シノ 文庫 堅香子の花 篠　綾子著 小学館

82 F タニ セバット・ソング 谷村　志穂著 潮出版社

83 F ダン はんぶんのユウジと 壇　蜜著 文藝春秋

84 F ニタ 目を見て話せない 似鳥　鶏著 KADOKAWA

85 F ヌカ タスキメシ-箱根- 額賀　澪著 小学館

86 F ハム 星と龍 葉室　麟著 朝日新聞出版

87 F ハラ 1 風神雷神　上　Juppiter，Aeolus 原田　マハ著 PHP研究所

88 F ハラ 2 風神雷神　下　Juppiter，Aeolus 原田　マハ著 PHP研究所

89 F ホン 背中の蜘蛛 誉田　哲也著 双葉社

90 F ムラ 生命式 村田　沙耶香著 河出書房新社

91 F ワタ 怪談飯屋古狸 輪渡　颯介著 講談社


