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№ 分類
図書
記号

巻冊
コー
ナー

書名（本の題名） 著者 出版社

1 007 ク プログラミング言語大全 クジラ飛行机著 技術評論社

2 007 ス ネットとSNSを安全に使いこなす方法
ルーイ・ストウェル著
小寺　敦子訳

東京書籍

3 007 ニ
パソコンのしくみがよくわかる本　改訂2版
理解するほどおもしろい！

丹羽　信夫著 技術評論社

4 159 シ 新書 老いの器量 下重　暁子著 海竜社

5 291 ウ
謎解き日本列島
全国各地の地理・歴史文化のナゾに迫る！

宇田川　勝司著 ベレ出版

6 327 イ YA 検察官になるには 飯島　一孝著 ぺりかん社

7 335 ヤ
会社で役立つ日常業務の法律知識　7訂
これだけは知っておきたい

矢野　千秋著 清文社

8 336 ア 説明0秒！一発OK！驚異の「紙1枚！」プレゼン 浅田　すぐる著 日本実業出版社

9 336 ゲ
中小企業の「就業規則」はじめに読む本
2時間でざっくりつかむ！

源田　裕久著 すばる舎

10 345 ナ 夏休みの自由研究のテーマにしたい「税」の話 別冊税務弘報編集部編 中央経済社

11 366 コ 20
これ一冊でぜんぶわかる！労働基準法
2020～2021年版

今井　慎
新井　将司監修

ナツメ社

12 366 ホ
同僚は外国人。
10年後、ニッポンの職場はどう変わる！？

細井　聡著 CCCメディアハウス

13 367 ヤ
ママでいるのがつらくなったら読むマンガ　完全版
心のコンディションが整う魔法のテクニック

山崎　洋実著
つちや　まなみ絵

主婦の友社

14 371 ア いじめを本気でなくすには 阿部　泰尚著 KADOKAWA

15 371 コ 子どもが学校に行きたくないと言ったら読む本　マンガで見る
菅野　純監修
あらい　ぴろよマンガ

主婦の友社

16 374 ホ まんが アタックPTA 細川　貂々著 朝日新聞出版

17 377 ダ 20 YA 大学選び大百科 プレジデント社

18 379 キ
今日から使えるワークショップのアイデア帳
会社でも学校でもアレンジ自在な30パターン

ワークショップ探検部著 翔泳社

19 379 フ 学ぶ環境のつくり方　子どもが自ら考え、動き出す 深谷　圭助著 池田書店

20 379 ヨ 家族会議のススメ
ポジティブシンキングからの子育て家庭教育Q　and　A

吉弘　淳一編著 晃洋書房

21 388 セ 世界ことわざ比較辞典
日本ことわざ文化学会編
時田　昌瑞監修

岩波書店

22 389 ダ ダメになる人類学
吉野　晃監修
岩野　邦康編

北樹出版

23 457 ヤ TYRANNOPEDIA　ティラノサウルス最新一族大図鑑
楊楊文
渡邉　彰伸監修

講談社

24 472 ナ 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑
長澤　淳一
瀬戸口　浩彰著

創元社

25 481 オ 新書 新種の発見　見つけ、名づけ、系統づける動物分類学 岡西　政典著 中央公論新社

26 487 ミ 見つけて検索！日本のカエルフィールドガイド
カエル探偵団編
松島　野枝著

文一総合出版

27 490 タ 生薬と漢方薬の事典 田中　耕一郎編著 日本文芸社

28 492 カ からだの検査数値　新訂版
健康診断の数値の意味と、病気のサイン・予防法がよくわかる

ニュートンプレス

29 492 ミ みんなある！相談しづらい受診しづらい体のお悩み！
奈良　信雄監修
田中　圭一イラスト

辰巳出版

30 492 ヨ 新書 40歳からの健康年表 荒井　秀典編 文藝春秋

31 493 イ 新書 感染症　増補版　広がり方と防ぎ方 井上　栄著 中央公論新社

32 493 オ キャラでわかる！はじめての感染症図鑑
岡田　晴恵著
いとう　みつる絵

日本図書センター

33 493 カ 1日も早く薬をやめたい人の血圧を下げる本 加藤　雅俊著 学研プラス

34 493 ネ 5 家事 寝ながらできる認知症予防　５　1分間すっきり体操
山崎　律子
上野　幸編

ミネルヴァ書房

35 493 ホ 子どものアトピー性皮膚炎のケア　マンガでわかる！
堀向　健太文
青鹿　ユウマンガ

内外出版社

36 497 ワ
小学生のための歯のはなし
保健室の先生がお母さんに教える

渡邊　真亀子著 WAVE出版

37 498 カ
5秒ひざ裏のばして最期の3日前までトイレに行こう
町医者が教えるピンピンコロリの教科書

川村　明著 主婦の友社

38 498 カ 図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル 亀田　高志著 エクスナレッジ

39 519 イ 水産 追いつめられる海 井田　徹治著 岩波書店

令和２年６月登録本（一般向き）
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令和２年６月登録本（一般向き）

40 519 シ
13歳からの環境問題
「気候正義」の声を上げ始めた若者たち

志葉　玲著 かもがわ出版

41 519 ズ YA 図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所著 太田出版

42 537 ニ 1975 日本の乗用車図鑑　永久保存版 自動車史料保存委員会編 三樹書房

43 550 カ 20 水産 海事六法　２０２０年版 国土交通省海事局監修 海文堂出版

44 591 イ 一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください！ 井戸　美枝著 日経BP発行
日経BPマーケティング発売

45 595 ネ 家事 ネイル大全 小笠原　弥生監修 成美堂出版

46 596 ウ 家事
毎日おいしい！鶏むね肉レシピ
高たんぱく、低糖質のダイエット食材！

牛尾　理恵著 学研プラス

47 596 シ 家事
やさいの常備菜　保存版
かんたん仕込みで食べ飽きない

庄司　いずみ著 世界文化社

48 614 ミ
図解よくわかるスマート農業
デジタル化が実現する儲かる農業

三輪　泰史編
日本総合研究所研究員著

日刊工業新聞社

49 627 ハ
花屋さんに並ぶ植物がよくわかる「花」の便利帖
厳選327種

深野　俊幸
大田　花き監修

KADOKAWA

50 653 ホ 神木探偵　神宿る木の秘密 本田　不二雄著 駒草出版

51 686 ハ
もっとお得にきっぷを買うアドバイス50
1冊合計30万円以上の、お得になる知恵の数々

蜂谷　あす美著
天夢人発行
山と渓谷社発売

52 728 ヒ
知っておきたい！手書きの常識
活字から始めるきれいな字

平形　精逸著 東京書籍

53 740 ア キャパとゲルダ　ふたりの戦場カメラマン
マーク・アロンソン著
原田　勝訳

あすなろ書房

54 761 ナ 家事
毎日1曲！脳が元気になる！歌って手拍子
音楽レクリエーション！

長野　祐亮著 リットーミュージック

55 767 オ
大きな文字で歌いやすいなつかしい歌260曲
全曲楽譜＆コード付き

西東社編集部編 西東社

56 781 タ 12歳までの最強ストレッチ　運動能力がグンと伸びる！ 谷　けいじ著 徳間書店

57 783 ノ
野村の教え方
すべての指導者に贈る最後のメッセージ

野村　克也著 学研プラス

58 793 タ
切り花を2週間長もちさせるはじめての花との暮らし
選び方から飾り方まで

谷川　文江著 家の光協会

59 816 カ 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 川崎　昌平著 ミネルヴァ書房

60 817 イ YA 14歳からの読解力教室　生きる力を身につける 犬塚　美輪著 笠間書院

61 911 ツジ
まいにちの季語
一日ひとつ三百六十五日の俳句歳時記

辻　桃子
安部　元気著

主婦の友社

62 914 ムラ 猫を棄てる　父親について語るとき
村上　春樹著
高　妍絵

文藝春秋

63 974 ジョ コロナの時代の僕ら
パオロ・ジョルダーノ著

飯田　亮介訳
早川書房

64 F アビ 修羅の家 我孫子　武丸著 講談社

65 F イク 雪と心臓 生馬　直樹著 集英社

66 F イサ 逆ソクラテス 伊坂　幸太郎著 集英社

67 F イシ 赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井　光太著 小学館

68 F エク 去年の雪 江國　香織著 KADOKAWA

69 F クサ 怖い患者 久坂部　羊著 集英社

70 F コン 焦眉 今野　敏著 幻冬舎

71 F サワ 駆け入りの寺 澤田　瞳子著 文藝春秋

72 F シノ 恋愛未満 篠田　節子著 光文社

73 F ショ イエロー・サブマリン 小路　幸也著 集英社

74 F タカ 6 文庫
はなの味ごよみ　〔６〕
書き下ろし長篇時代小説　心ちぎり

高田　在子著 KADOKAWA

75 F ツキ 暗鬼夜行 月村　了衛著 毎日新聞出版

76 F ドウ 空の声 堂場　瞬一著 文藝春秋

77 F ナカ 合唱　岬洋介の帰還 中山　七里著 宝島社

78 F ナカ 山月記 中島　敦著
立東舎発行
リットーミュージック発売

79 F ナカ 逃げるな新人外科医　泣くな研修医　2 中山　祐次郎著 幻冬舎

80 F ニシ バスへ誘う男 西村　健著 実業之日本社

81 F マツ 江戸の夢びらき 松井　今朝子著 文藝春秋

82 F ヤツ 廉太郎ノオト 谷津　矢車著 中央公論新社


