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1 007 ニ デジタル・ミニマリスト　本当に大切なことに集中する
カル・ニューポート著
池田　真紀子訳

早川書房

2 007 ワ 老いてこそデジタルを。 若宮　正子著 1万年堂出版

3 019 ム はじめよう！ブックコミュニケーション　響きあう教室へ
村中　李衣
伊木　洋著

金子書房

4 069 フ
ふくおか周辺マニアック博物館　おもしろ珍ミュージアム案
内　都会の片すみで未知の世界への扉を開く！

町田　忍監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

5 210 サ
3万年前の航海の謎を解く　日本人はどこから来たのか？
NHKクローズアップ現代＋取材チームの全記録

NHKクローズアップ現
代＋制作班著

徳間書店

6 234 セ 一冊でわかるドイツ史 関　眞興著 河出書房新社

7 281 ハ 郷土 近代日本を拓いた薩摩の二十傑 原口　泉著 燦燦舎

8 290 フ 教養としての「国名の正体」 藤井　青銅著 柏書房

9 291 ル 20 旅 るるぶ岡山倉敷蒜山　’２０ JTBパブリッシング

10 297 ワ 南極ではたらく　かあちゃん、調理隊員になる 渡貫　淳子著 平凡社

11 304 オ
2030年の世界地図帳　あたらしい経済とSDGs、未来への
展望

落合　陽一著 SBクリエイティブ

12 304 ブ 文藝春秋オピニオン2020年の論点100 文藝春秋

13 318 ツ 公共施設のしまいかた　まちづくりのための自治体資産戦略
堤　洋樹編著
小松　幸夫ほか４名著

学芸出版社

14 336 ケ 経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本 関根　俊輔監修 新星出版社

15 336 シ
話しベタさんでも伝わるプレゼン　人見知り、心配性、アド
リブが苦手な人でも堂々と発表できる！

清水　久三子著 翔泳社

16 338 マ
マンガでわかる投資信託入門　お金は運用する時代！
知識ゼロでも大丈夫！

鈴木　一之監修
幸翔マンガ

新星出版社

17 338 ヤ
キャッシュレス進化論　世界が教えてくれたキャッシュレス
社会への道しるべ

安留　義孝著 金融財政事情研究会

18 364 カ 介護保険・障害者福祉のしくみ　図解で早わかり 若林　美佳監修 三修社

19 366 マ
定年後も働きたい。　人生100年時代の仕事の考え方と見
つけ方

松本　すみ子著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

20 367 ア 結婚滅亡　「オワ婚」時代のしあわせのカタチ 荒川　和久著 あさ出版

21 367 オ YA
大人になる前に知る性のこと　他人を尊重し、自分を大切
にする

加納　尚美
鈴木　琴子編著

ぺりかん社

22 367 ク 8050問題　中高年ひきこもり、7つの家族の再生物語 黒川　祥子著 集英社

23 369 イ
行列のできる児童相談所　子ども虐待を人任せにしない
社会と行動のために

井上　景著 北大路書房

24 369 サ 災害から命を守る「逃げ地図」づくり
逃げ地図づくりプロジェ
クトチーム編著

ぎょうせい

25 369 ツ レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻　直美著 扶桑社

26 369 ニ
認知症になってもひとりで暮らせる　みんなでつくる「地域
包括ケア社会」

協同福祉会編 クリエイツかもがわ

27 371 キ 9月1日　母からのバトン
樹木　希林
内田　也哉子著

ポプラ社

28 375 タ YA 探究に役立つ！学校司書と学ぶレポート・論文作成ガイド
東京都立高等学校学校司書
会ラーニングスキルガイドプ
ロジェクトチーム編著

ぺりかん社

29 379 ヒ ひきたよしあきの親塾　家庭で育てる国語の力 ひきた　よしあき著 朝日学生新聞社

30 388 ヨ 47都道府県・民話百科
花部　英雄
小堀　光雄編

丸善出版

31 440 ホ ビッグ・クエスチョン　〈人類の難問〉に答えよう
スティーヴン・ホーキング著
青木　薫訳

NHK出版

32 493 カ
レビー小体型認知症がわかる本　第二の認知症　家族や
介護従事者はどう接すればよいか

川畑　信也著 法研

33 493 コ 高血圧でもフレイルは防げる 原田　和昌監修
小学館クリエイティブ発行
小学館発売

34 493 シ
COPDのことがよくわかる本　長引くせき、たん、息切れで
悩む人に　イラスト版

桂　秀樹監修 講談社

35 494 ゼ 前立腺がん治療をのりきる生活・食事・お金
赤倉　功一郎
蒲池　桂子監修
主婦の友社編

主婦の友社

36 507 ス すごいぞ！はたらく知財　14歳からの知的財産入門
内田　朋子
萩原　理史ほか２名著
桑野　雄一郎監修

晶文社

37 519 ズ 図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究所著 太田出版

38 523 コ にっぽん建築散歩 小林　泰彦著 山と溪谷社

39 538 イ
宇宙から帰ってきた日本人　日本人宇宙飛行士全12人の
証言

稲泉　連著 文藝春秋

40 591 ハ 社労士さんに聞いた年金と老後とお金の話
原　佳奈子編著
全国社会保険労務士
会連合会監修

中央経済社

令和２年１登録本（一般向き）
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41 593 ワ 家事
1dayソーイングでかんたん子ども服　今日作って明日着ら
れる！

ブティック社

42 594 ア 家事 ちいさな日本刺繍　花と植物 浅賀　菜緒子著 河出書房新社

43 599 イ
超★簡単声まね・音まねあそび　親子で！おうちで！さくっ
とできる！

井上　明美著
ヤマハミュージックエン
タテインメントホール
ディングス

44 599 ホ 家事 パパ離乳食はじめます。 本田　よう一著 女子栄養大学出版部

45 645 イ いくつになってもこのコといっしょ　イヌじまい／ネコじまい 徳田　竜之介監修
小学館クリエイティブ発行
小学館発売

46 693 ネ 年賀状のおはなし 日本郵便株式会社監修 ゴマブックス

47 706 ア 美術館にいってみた
赤木　かん子著
宇佐江　みつこ絵

埼玉福祉会出版部

48 751 ロ 六古窯を訪ねる　瀬戸・常滑・越前・信楽・丹波・備前
森　孝一監修
藤森　武写真

平凡社

49 754 シ
四季を楽しむ壁面かざり折り紙　改訂版　春夏秋冬、季節
を彩るアイデアがいっぱい！

新宮　文明著 ブティック社

50 779 コ YA 講談師・浪曲師になるには
小泉　博明
稲田　和浩著
宝井　琴鶴編集協力

ぺりかん社

51 780 ジ
女子アスリートの「食事と栄養」　パフォーマンスを高める
体のつくり方

佐藤　郁子監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

52 780 ミ 基礎から学ぶ！スポーツマッサージ　令和版
溝口　秀雪編著
泉　秀幸
笠木　正悟共著

ベースボール・マガジン
社

53 786 ジ
実践テクを極める！ボルダリングレベルアップのコツ　新
装改訂版

渡邉　数馬監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

54 786 ヨ 登山ボディ 芳須　勲監修・著 山と溪谷社

55 810 イ 日本語をつかまえろ！
飯間　浩明文
金井　真紀絵

毎日新聞出版

56 810 オ
ONOMATOPE　The　Fantastic　World　of　Japanese
Symbolic　Words

小野　正弘監修 ナツメ社

57 910 ムコ 向田邦子の本棚 向田　邦子著 河出書房新社

58 914 サト 気がつけば、終着駅 佐藤　愛子著 中央公論新社

59 916 ノブ ぼけますから、よろしくお願いします。 信友　直子著 新潮社

60 F アカ YA 三毛猫ホームズの裁きの日 赤川　次郎著 光文社

61 F アキ 居酒屋ぼったくり　おかわり！ 秋川　滝美著
アルファポリス発行
星雲社発売

62 F アサ 1 大名倒産　上 浅田　次郎著 文藝春秋

63 F アサ 2 大名倒産　下 浅田　次郎著 文藝春秋

64 F ウタ 間宵の母 歌野　晶午著 双葉社

65 F オオ 暗約領域 大沢　在昌著 光文社

66 F オノ 1 文庫 白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の月　１ 小野　不由美著 新潮社

67 F オノ 2 文庫 白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の月　２ 小野　不由美著 新潮社

68 F オノ 3 文庫 白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の月　３ 小野　不由美著 新潮社

69 F オノ 4 文庫 白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の月　４ 小野　不由美著 新潮社

70 F オノ まち 小野寺　史宜著 祥伝社

71 F オノ 縁 小野寺　史宜著 講談社

72 F カタ 世界が僕らを嫌っても 片山　恭一著 河出書房新社

73 F カド 自由は死せず 門井　慶喜著 双葉社

74 F キタ 6 チンギス紀　６　断金 北方　謙三著 集英社

75 F クロ 桃源 黒川　博行著 集英社

76 F サイ せき越えぬ 西條　奈加著 新潮社

77 F サカ 夜長姫と耳男
坂口　安吾著
夜汽車絵

立東舎発行
リットーミュージック発売

78 F ショ 花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路　幸也著 ポプラ社

79 F ソノ 空ニ吸ハレシ15ノココロ　おばあちゃんへのラストレター 園田　由紀子著 PHPエディターズ・グループ

80 F タカ 5 文庫 はなの味ごよみ　５　七夕そうめん　書き下ろし長篇時代 高田　在子著 KADOKAWA

81 F ツジ ツナグ 辻村　深月著 新潮社

82 F トガ 線は、僕を描く 砥上　裕將著 講談社

83 F ナカ 人面瘡探偵 中山　七里著 小学館

84 F ナツ 勿忘草の咲く町で　安曇野診療記 夏川　草介著 KADOKAWA

85 F ニシ 新書 十津川警部仙山線〈秘境駅〉の少女 西村　京太郎著 小学館

86 F ヒガ 小さな場所 東山　彰良著 文藝春秋

87 F ヒガ 魔法使いと最後の事件 東川　篤哉著 文藝春秋

88 F ホシ 5 文庫 活版印刷三日月堂　５　空色の冊子 ほしお　さなえ著 ポプラ社

89 F マリ 坂の上の赤い屋根 真梨　幸子著 徳間書店

90 F ミヤ 黒武御神火御殿　三島屋変調百物語六之続 宮部　みゆき著 毎日新聞出版


