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1 002 カ 仕事と人生を激変させるインプットの教科書 金川　顕教著 SBクリエイティブ

2 007 マ いちばんやさしい60代からのiPad　iPadOS対応 増田　由紀著 日経BP発行
日経BPマーケティング発売

3 049 ソ その話、諸説あります。
ナショナルジオグラフィック編

鈴木　悠介ほか監修

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

4 146 オ マンガでわかる「すぐ不安になってしまう」が一瞬で消える方法
大嶋　信頼原作
森下　えみこマンガ

すばる舎

5 159 ミ
令和の主役はあなたです！
新しい時代の生き方・働き方

蓑宮　武夫著 PHP研究所

6 210 ア 新書 お殿様の人事異動 安藤　優一郎著 日本経済新聞出版社

7 235 イ 一冊でわかるフランス史 福井　憲彦監修 河出書房新社

8 288 フ
日本の国旗、知らない話　知っているようで知らない日の
丸のいろいろ日本における国旗の第一人者が教える

吹浦　忠正著 主婦の友社

9 290 エ
世界から消えゆく場所
万里の長城からグレート・バリア・リーフまで

トラビス・エルボラフ
マーティン・ブラウン著
湊　麻里訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

10 313 ホ 13歳からの天皇制　憲法の仕組みに照らして考えよう 堀　新著 かもがわ出版

11 324 ズ 図解最新契約の基本と実務がわかる事典
森　公任
森元　みのり監修

三修社

12 324 リ
離婚ハンドブック　令和版
90分でわかる！離婚の準備と進め方をケース別に解説

比留田　薫 主婦の友社

13 331 ト 「幸せ」をつかむ戦略 富永　朋信聞く人
ダン・アリエリー答える人

日経BP発行
日経BPマーケティング発売

14 332 イ 国家・企業・通貨　グローバリズムの不都合な未来 岩村　充著 新潮社

15 334 ブ 2050年世界人口大減少
ダリル・ブリッカー
ジョン・イビットソン著
倉田　幸信訳

文藝春秋

16 335 ナ
自分たちでつくろうNPO法人！　第2次改訂版
認証、登記、税務、労働・社会保険から認定NPO法
人までNPO法人設立完全マニュアル！

名越　修一著
堀田　力監修

学陽書房

17 336 カ 稼ぐ話術「すぐできる」コツ 金川　顕教著 三笠書房

18 336 カ
公認会計士で起業家だから教えられる
「すごい会計思考」

金川　顕教著 ポプラ社

19 366 ヤ 賃上げ立国論 山田　久著 日本経済新聞出版社

20 367 サ 産婦人科医宋美玄先生が娘に伝えたい性の話
宋　美玄監修
カツヤマ　ケイコ漫画

小学館

21 367 テ
きらいな母を看取れますか？
関係がわるい母娘の最終章

寺田　和代著 主婦の友社

22 369 カ 2
介護とブックトーク　Ｐａｒｔ２
グループによる介護のブックトークと資料編

梓　加依
吉岡　真由美著

素人社

23 369 ソ
そのとき、どうする？
ただちに命を守るとっさの行動マニュアル

甘中　繁雄監修 大和書房

24 375 ワ 郷土 わたしたちの枕崎市　令和２年改訂版
小学校社会科副読本
編集委員会編

枕崎市教育委員会

25 375 ワ 郷土 わたしたちの枕崎市　令和２年改訂版
小学校社会科副読本
編集委員会編

枕崎市教育委員会

26 378 ウ
「うちの子は字が書けないかも」と思ったら
発達性読み書き障害の子の自立を考える

宇野　彰著
千葉　リョウコ漫画

ポプラ社

27 379 タ
子どもの健全な成長のためのスポーツのすすめ
スポーツをする子どもの父母に伝えたいこと

田崎　篤著 岩崎書店

28 379 フ
1年生になったら紙の辞書を与えなさい
子どもの学力が劇的に伸びていく！

深谷　圭助著 大和書房

29 385 オ 無宗教なのにどうしてお葬式にお坊さんを呼ぶの？ 大森　嗣隆著 三恵社

30 404 タ
竹内薫の「科学の名著」案内　文系でも面白い！
世の中の見方が変わる90冊！

竹内　薫著 徳間書店

31 410 ナ
数学的な思考とは何か
数学嫌いと思っていた人に読んで欲しい本

長岡　亮介著 技術評論社

32 454 タ ジオスケープ・ジャパン　地形写真家と巡る絶景ガイド 竹下　光士著 山と溪谷社

33 480 マ
じつは食べられるいきもの事典
「食べる」とは人間の歴史そのもの

松原　始
伊勢　優史著
ぽんとごだんご絵

宝島社

34 491 ア 女の子が知っておきたい卵子のハナシ。 浅田　義正著 主婦の友社

令和２年4月登録本（一般向き）
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35 491 フ
体内時計のミステリー
最新科学が明かす睡眠・肥満・季節適応

ラッセル・G．フォス
ター　レオン・クライツ
マン著　石田　直理雄

大修館書店

36 492 コ
子どものツボ押しマッサージ
心と体の症状に効くやさしいスキンシップ

鵜沼　宏樹監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

37 493 ウ
ウルトラ図解血液がん
白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫の正しい理解
と適切な最新治療

神田　善伸監修 法研

38 493 サ しくじらない飲み方　酒に逃げずに生きるには 斉藤　章佳著 集英社

39 493 ナ
赤ちゃんからはじまる便秘問題
第3版改訂増補　すっきりうんちしてますか？

中野　美和子著 言叢社

40 493 ネ 4 家事
寝ながらできる認知症予防　４
1分間筋トレ＆ストレッチプラス＋

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

41 493 ヘ
ビジュアルパンデミック・マップ
伝染病の起源・拡大・根絶の歴史

サンドラ・ヘンペル著
竹田　誠・竹田美文日
本語版監修
関谷　冬華訳

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

42 495 ホ ホルモンにふりまわされない私になる！
伊藤　裕監修
いしい　まきマンガ

西東社

43 498 ハ
病気にかかるお金がわかる本
いざというときに困らない、損しない

畠中　雅子
黒田　尚子著

主婦の友社

44 498 ヤ 野菜はくすり　老けない、寝込まない、太らない 村田　裕子監修 オレンジページ

45 510 ド
土木遺産　Ⅵ　世紀を越えて生きる叡智の結晶
アメリカ・オセアニア編

建設コンサルタンツ協会
『Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ』編集部編

ダイヤモンド社

46 527 マ 間取りのお手本　間取り良ければすべて良し！
コラボハウス一級建
築士事務所著

エクスナレッジ

47 539 コ
図解身近にあふれる「放射線」が3時間でわかる本
思わずだれかに話したくなる

児玉　一八著 明日香出版社

48 543 カ
ふくしま原発作業員日誌
イチエフの真実、9年間の記録

片山　夏子著 朝日新聞出版

49 558 ウ 水産 海はだれのものか
秋道　智彌
角南　篤編著

西日本出版社

50 594 イ 家事 今こそ持ちたい手作りのエコバッグ ブティック社

51 596 イ 家事 沢村貞子の献立　料理・飯島奈美 飯島　奈美著 リトルモア

52 597 ヤ
10歳までに身につけたい子どもが一生困らない片づけ・そ
うじのコツ　この生活習慣が、自己管理力を伸ばします

山口　由紀子著 青春出版社

53 599 イ
超★簡単楽器づくり
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

54 599 タ 母子 おかあさんライフ。 たかぎ　なおこ著 KADOKAWA

55 611 ハ 飽食と崩食の社会学　豊かな社会に迫る農と食の危機 橋本　直樹著 筑波書房

56 626 タ
野菜の植え合わせベストプラン
自然菜園流コンパニオンプランツ

竹内　孝功著 学研プラス

57 645 マ まんがで読むはじめての保護猫 猫びより編集部編 日東書院本社

58 646 フ ミツバチと暮らす　ミツバチの飼い方がよ～くわか 藤原　誠太著 無明舎出版

59 704 ス 13歳からのアート思考　「自分だけの答え」が見つかる 末永　幸歩著 ダイヤモンド社

60 760 ゼ ゼロから分かる！図解クラシック音楽
宮本　文昭
富田　隆監修

世界文化社

61 779 シ
マンガでわかる落語　古典落語のあらすじ、寄席の
楽しみ方が一目瞭然！

春風亭　昇吉著
谷端　実マンガ

誠文堂新光社

62 780 オ オリンピック競技おもしろ大全　イラスト図解 雑学総研著 KADOKAWA

63 797 ト
トランプの教科書　本格的な入門書
トランプの遊び方をわかりやすく解説！

つちや書店編集部編 滋慶出版／つちや書店

64 809 サ 話すチカラ
齋藤　孝
安住　紳一郎著

ダイヤモンド社

65 816 マ 3 郷土
まくらざき〔第３号〕文集　令和元年度
枕崎市市制施行70周年記念

枕崎市小中学校文集
編集委員会
枕崎市立図書館編集

枕崎市教育委員会

66 910 ハヤ 綴る女　評伝・宮尾登美子 林　真理子著 中央公論新社

67 913 サイ 生きつづけるキキ　ひとつの『魔女の宅急便』論 斉藤　洋著 講談社

68 F アサ 発注いただきました！ 朝井　リョウ著 集英社

69 F アベ 海の十字架 安部　龍太郎著 文藝春秋
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70 F イト 茶聖　Sen　no　Rikyu 伊東　潤著 幻冬舎

71 F イモ 廃園　幻想花詩譚 井本　元義著 書肆侃侃房

72 F オノ 今日も町の隅で 小野寺　史宜著 KADOKAWA

73 F カキ うちの父が運転をやめません 垣谷　美雨著 KADOKAWA

74 F カジ 三年長屋 梶　よう子著 KADOKAWA

75 F カド 東京、はじまる 門井　慶喜著 文藝春秋

76 F カミ 6 浮雲心霊奇譚　〔６〕　血縁の理 神永　学著 集英社

77 F コヤ 七度笑えば、恋の味 古矢永　塔子著 小学館

78 F シゲ 1 ひこばえ　上 重松　清著 朝日新聞出版

79 F シゲ 2 ひこばえ　下 重松　清著 朝日新聞出版

80 F ナカ 帝都地下迷宮 中山　七里著 PHP研究所

81 F ニシ 文庫 サムのこと　猿に会う 西　加奈子著 小学館

82 F ヒロ 赤の王 廣嶋　玲子著 東京創元社

83 F マシ ＃柚莉愛とかくれんぼ 真下　みこと著 講談社

84 F マヤ 1 神域　上 真山　仁著 毎日新聞出版

85 F マヤ 2 神域　下 真山　仁著 毎日新聞出版

86 F モロ 嫁ぐ日 諸田　玲子著 集英社

87 F ヤマ あたしの拳が吼えるんだ 山本　幸久著 中央公論新社

88 F ワタ 祟り神　怪談飯屋古狸 輪渡　颯介著 講談社


