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1 007 ク
LINE完全マニュアル　LINE　Pay／公式アカウント対応　ビ
ジネスにも役立つ！

桑名　由美著
松浦　法子著

秀和システム

2 007 シ YA しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 島袋　コウ著 旬報社

3 007 フ 新書 スマホの中身も「遺品」です　デジタル相続入門 古田　雄介著 中央公論新社

4 102 シ ウラもオモテもわかる哲学と宗教 島崎　晋著 徳間書店

5 146 ジ 女性の生きづらさ　その痛みを語る 信田　さよ子編 日本評論社

6 159 バ 「自分」を生きる　上手に生きるより潔く 坂東　眞理子著 あさ出版

7 186 ウ 日本の仏様解剖図鑑　仏教の世界がマルわかり 瓜生　中著 エクスナレッジ

8 188 ナ 新書 いちいち不機嫌にならない生き方 名取　芳彦著 青春出版社

9 219 カ 郷土 鹿児島県史料　名越時敏史料九
鹿児島県歴史資料セ
ンター黎明館編集

鹿児島県

10 219 カ 郷土 鹿児島県史料　旧記雑録拾遺地誌備考七
鹿児島県歴史資料セ
ンター黎明館編集

鹿児島県

11 291 オ 昭和四十一年日本一周最果て鉄道旅　青年は最果てを目指す 小川　功著 笠間書院

12 291 カ 旅 かごしま観光本２０１９ 鹿児島観光連盟編 鹿児島観光連盟

13 291 カ 旅 かごんまさんぽ旅　鹿児島観光ガイドブック２０２０
鹿児島観光連盟監修
トライ社著・文・その他・イ
ラスト

トライ社

14 291 ル 21 旅 るるぶ愛知　’21　名古屋　知多　三河 JTBパブリッシング

15 291 ル 21 旅 るるぶ石垣宮古竹富島西表島　’２１ JTBパブリッシング

16 291 ル 21 旅 るるぶ奈良　’２１ JTBパブリッシング

17 291 ル 21 旅 るるぶ箱根　’２１ JTBパブリッシング

18 312 ツ 新書 EU離脱　イギリスとヨーロッパの地殻変動 鶴岡　路人著 筑摩書房

19 320 カ YA 18歳までに知っておきたい法のはなし 神坪　浩喜著
みらいパブリッシング発行

星雲社発売

20 323 ケ 憲法と日本人　1949-64年改憲をめぐる「15年」の攻防 NHKスペシャル取材班著 朝日新聞出版

21 324 イ 成年後見人へのそなえ　善し悪しは後見人しだい 石川　徹著 里文出版

22 327 ミ YA 行政書士になるには 三田　達治編著 ぺりかん社

23 335 イ
誰でも無理なく継続的にお客様が集まる起業１年目の集
客の教科書

今井　孝著 かんき出版

24 335 マ まんが超訳『論語と算盤』
渋沢　栄一原作
守屋　淳監修他４人

光文社

25 338 サ
サルでもできるPayPay入門　オールカラー図解でスッキリ
わかる！絶対得する！

ロングランドジェイ発行
ジーウォーク発売

26 368 サ
あなたのスマホがとにかく危ない　元捜査一課が教える
SNS、デジタル犯罪から身を守る方法

佐々木　成三著 祥伝社

27 369 イ
イラスト・写真でよくわかる力の要らない介助術　介護に携
わるすべての人に役立つ！

福辺　節子監修 ナツメ社

28 369 ワ 私にとっての介護　生きることの一部として
岩波書店編集部編
毒蝮　三太夫ほか著

岩波書店

29 373 ク 20 奨学金まるわかり読本　借り方・返し方・活かし方徹底アドバイス 久米　忠史著 合同出版

30 375 ワ 新書 アクティブ・ラーニングとは何か 渡部　淳著 岩波書店

31 378 ミ
みんなでつなぐ読み書き支援プログラム　フローチャート
で分析、子どもに応じたオーダーメイドの支援

井川　典克監修
高畑　脩平ほか３名編著

クリエイツかもがわ

32 385 ニ さりげないのに品がある気くばり美人のきほん 西出　ひろ子著 かんき出版

33 388 ブ ブッシュマンの民話 田中　二郎採録・解説 京都大学学術出版会

34 402 ク 世界を変えた150の科学の本
ブライアン・クレッグ著
石黒　千秋訳

創元社

35 404 マ ハウ・トゥー　バカバカしくて役に立たない暮らしの科学
ランドール・マンロー著
吉田　三知也訳

早川書房

36 410 ジ 「数」はいかに世界を変えたか
トム・ジャクソン著
緑　慎也訳

創元社

37 430 ヤ
身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた
How　do　you　enjoy　chemical　formulas？

山口　悟著 ベレ出版

38 445 ガ 木星・土星ガイドブック 鳫　宏道著 恒星社厚生閣

39 487 ス
魚の自然誌　光で交信する魚、狩りと体色変化、フグ毒と
ゾンビ伝説

ヘレン・スケールズ著
林　裕美子訳

築地書館

40 490 ウ
アーユルヴェーダ入門　インド伝統医学で健康に！脈診・
ヨーガ・マッサージ・食事などで、病気と老化を防ぐ

上馬塲　和夫
西川　眞知子著

山と溪谷社

41 490 サ エンド・オブ・ライフ 佐々　涼子著
集英社インターナショ
ナル発行
集英社発売

42 491 ウ
デジタルで読む脳×紙の本で読む脳　「深い読み」ができ
るバイリテラシー脳を育てる

メアリアン・ウルフ著
大田　直子訳

インターシフト発行
合同出版発売

43 491 フ 絵でわかる薬のしくみ 船山　信次著 講談社

44 492 イ
痛み・鎮痛の教科書〈しくみと治療法〉　カラー図解　「痛
み」のしくみと治療法を解剖図や説明図で徹底解説

上野　博司
影山　幾男
守口　龍三監修

ナツメ社

令和２年３月登録本（一般向き）
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45 492 マ
勉強が苦手な高校生・社会人が看護専門学校・看護大学
に合格する方法

松山　祐己著
合同フォレスト発行
合同出版発売

46 493 ア アルツハイマー病のことがわかる本　イラスト版 新井　平伊監修 講談社

47 493 ウ 血管の専門医が教える『血流』をよくする最高の習慣 梅津　拓史著 総合法令出版

48 493 カ
どうする？保育園＆小さな子どものいる家庭での食物アレ
ルギー　事故を防ぐためにコレだけは

金子　光延著 かもがわ出版

49 493 ネ 3 家事 寝ながらできる認知症予防　3　1分間筋トレ＆ストレッチ

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

50 493 ヒ 私の手はなぜ痛いのか、しびれるのか、曲がっているのか 平瀬　雄一著 幻冬舎

51 493 フ 生きる力を引き出す！　福辺流奇跡の介助 福辺　節子著 海竜社

52 494 コ 家事
国がん東病院発　抗がん剤・放射線治療をしている人の
ための食事　悩みの原因と対策をわかりやすく図解

後藤　功一
千歳　はるか監修

ナツメ社

53 494 セ 脊柱管狭窄症腰の名医20人が教える最高の治し方大全 文響社

54 498 イ 家事
「アレルギーにならない」子どもが育つ本　妊娠中　授乳期
離乳期

石原　新菜著 三笠書房

55 498 サ 新書 産業医が診る働き方改革　増補改訂版 産業医科大学編 西日本新聞社

56 498 ハ 新聞紙体操　もう転ばない！倒れない！老けない！ 林　泰史著 ワニブックス

57 499 イ YA 薬剤師になるには 井手口　直子編著 ぺりかん社

58 519 ダ
脱プラスチックへの挑戦　持続可能な地球と世界ビジネス
の潮流

堅達　京子
NHK BS1スペシャル取
材班著

山と溪谷社

59 589 オ おしゃれ以前の服選びと身だしなみ 新田　アキ監修 朝日新聞出版

60 590 ク 29
暮らしのおへそ　Ｖｏｌ.29　習慣には、明日を変える力があ
る　The　stories　of　various　people　and　their　everyday

主婦と生活社

61 593 カ 家事
パターン補正バイブル　ソーイングが100倍楽しくなる！私サイズに
できる型紙の直し方　スカート・パンツ・ブラウスの３アイテム

加藤　容子著 日本文芸社

62 594 ナ みずひき　基本の結びと17レシピ 中村　瑠水子著 日貿出版社

63 596 ウ 家事
豆腐からおからパウダーまで！「目からウロコ」の保存＆
活用術

牛尾　理恵著 文化学園文化出版局

64 596 サ
にっぽん全国100駅弁　鹿児島中央駅から稚内駅まで
EKB100！

櫻井　寛著 双葉社

65 596 デ 1 電子レンジで簡単料理　上巻
熊谷　有真調理
奥村　暢欣写真

（公財）すこやか食生活協
会制作
（公財）日本宝くじ協会助成

66 596 デ 2 電子レンジで簡単料理　下巻
熊谷　有真調理
奥村　暢欣写真

（公財）すこやか食生活協
会制作
（公財）日本宝くじ協会助成

67 599 ヤ
食べない子が変わる魔法の言葉　小食・偏食の子のママ
の心がラクになる本

山口　健太著 辰巳出版

68 614 ナ
アフガン・緑の大地計画　伝統に学ぶ灌漑工法と甦る農業
〔改訂版〕

中村　哲著
Peace (Japan) Medical
Services  & ペシャワール
会

69 626 ア
だれでもできるベランダで野菜づくり　新版　イラストでまる
わかり！プランターで育てやすい34種

麻生　健洲著 家の光協会

70 626 エ キッチンではじめる家庭菜園　その野菜くず捨てないで！
ケイティ・エルザー・
ピーターズ著
岩田　佳代子訳

ガイアブックス

71 627 ヨ シクラメン　ガーデンシクラメン　原種シクラメン 吉田　健一著 NHK出版

72 646 ホ 蜜量倍増ミツバチの飼い方　これでつくれる「額面蜂児」 干場　英弘著 農山漁村文化協会

73 664 ハ 水産 漁業と国境
濱田　武士
佐々木　貴文著

みすず書房

74 723 モ 新書 バンクシー　アート・テロリス 毛利　嘉孝著 光文社

75 726 タ 1 まんが 大江戸妖怪かわら版　１
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社

76 726 タ 2 まんが 大江戸妖怪かわら版　２
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社

77 726 タ 3 まんが 大江戸妖怪かわら版　３
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社

78 726 タ 4 まんが 大江戸妖怪かわら版　４
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社

79 726 タ 5 まんが 大江戸妖怪かわら版　５
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社

80 726 タ 6 まんが 大江戸妖怪かわら版　６
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社

81 726 タ 7 まんが 大江戸妖怪かわら版　７
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社

82 726 タ 8 まんが 大江戸妖怪かわら版　８
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社
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83 726 タ 9 まんが 大江戸妖怪かわら版　９
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社

84 726 タ 10 まんが 大江戸妖怪かわら版　１０
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社

85 726 タ 11 まんが 大江戸妖怪かわら版　１１
香月　日輪原作
高橋　愛漫画

講談社

86 773 マ
マンガでわかる能・狂言　あらすじから見どころ、なぜか眠
気を誘う理由まで全部わかる！

マンガでわかる能・狂言

編集部編

スペースオフィスマンガ
小田　幸子監修

誠文堂新光社

87 810 ク
日本人が無意識に使う日本語が不思議すぎる！　教え
て！宮本さん　外国人目線で再発見したすごい日本

アン・クレシーニ著
宮本　隆治著

サンマーク出版

88 916 イリ かんもくの声 入江　紗代著 学苑社

89 F アカ 2 三世代探偵団　〔２〕　枯れた花のワルツ 赤川　次郎著 KADOKAWA

90 F アリ イマジン？ 有川　ひろ著 幻冬舎

91 F イブ 雲を紡ぐ 伊吹　有喜著 文藝春秋

92 F オウ 平蔵の母 逢坂　剛著 文藝春秋

93 F オガ ライオンのおやつ 小川　糸著 ポプラ社

94 F オン ドミノin上海 恩田　陸著 KADOKAWA

95 F キノ まむし三代記 木下　昌輝著 朝日新聞出版

96 F コグ タイガー理髪店心中 小暮　夕紀子著 朝日新聞出版

97 F コン 歌舞伎座の怪紳士 近藤　史恵著 徳間書店

98 F コン 清明 今野　敏著 新潮社

99 F シガ かんばん娘　居酒屋ともえ繁盛記 志川　節子著 KADOKAWA

100 F ショ 1 国道食堂　1st　season 小路　幸也著 徳間書店

101 F チネ 1 ムゲンのi　上 知念　実希人著 双葉社

102 F チネ 2 ムゲンのi　下 知念　実希人著 双葉社

103 F ツジ ツナグ　想い人の心得 辻村　深月著 新潮社

104 F テシ てしごと　おんな職人日乗　時代小説アンソロジー あさの　あつこ他５名著 徳間書店

105 F ドウ インタビューズ 堂場　瞬一著 河出書房新社

106 F ナカ 騒がしい楽園 中山　七里著 朝日新聞出版

107 F ニシ 新書 西日本鉄道殺人事件 西村　京太郎著 新潮社

108 F ニレ 終の盟約 楡　周平著 集英社

109 F ハタ 猫君 畠中　恵著 集英社

110 F フル 背高泡立草 古川　真人著 集英社

111 F ムレ 今日もお疲れさま 群　ようこ著 角川春樹事務所

112 F モト おっぱいエール 本山　聖子著 光文社

113 F ヤナ 太平洋食堂 柳　広司著 小学館


