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№ 書名 著者名 出版社

1 哀愁しんでれら　　（双葉文庫 あ-55-04） 秋吉 理香子／著 双葉社

2
赤い靴の誘惑　　（創元推理文庫 Fス5-2 (株)魔法製作
所）

シャンナ・スウェンドソ
ン／著

東京創元社

3 アジアのことば魅力旅 中原 秀夫／著 創英社

4 頭がいい人のモノの言い方 齋藤 孝／著 きずな出版

5 アメリカ黒人史　　（ちくま新書 1539）
ジェームス・M.バーダ
マン／著

筑摩書房

6 いしかわのおかず　　（郷土の食材と料理） 服部 一景／編著 開港舎

7
一問一答・令和2年改正個人情報保護法　　（一問一答
シリーズ）

佐脇 紀代志／編著 商事法務

8
祈りの陰　　（幻冬舎時代小説文庫 こ-38-11 義賊・神田
小僧 [3]）

小杉 健治／[著] 幻冬舎

9 今だから読みたい絵本　　（サンエイムック） 三栄

10 Weの市民革命 佐久間 裕美子／著 朝日出版社

11 大阪のお母さん　　（潮文庫 は-3） 葉山 由季／著 潮出版社

12
おせっかいなゴッドマザー　　（創元推理文庫 Fス5-3
(株)魔法製作所）

シャンナ・スウェンドソ
ン／著

東京創元社

13 貨幣の謎を解く 降旗 節雄／著 白順社

14 神様には負けられない 山本 幸久／著 新潮社

15 観念結晶大系 高原 英理／著 書肆侃侃房

16 きょうの肴なに食べよう? クォン ヨソン／著 KADOKAWA

17 桐谷さんの株主優待のススメ 桐谷 広人／著 祥伝社

18 クレア・バーチンガー自伝
クレア・バーチンガー
／著

潮出版社

19
この空の上で、いつまでも君を待っている　　（メディア
ワークス文庫 こ6-1）

こがらし 輪音／[著] KADOKAWA

20
この世の息 歌人・河野裕子論　　（塔21世紀叢書 第379
篇）

大森 静佳／著
角川文化振興財
団

21 コペンハーゲンの街角から 寺田 和弘／著 ビネバル出版

22 これからの時代を生き抜くための生物学入門 五箇 公一／著 辰巳出版

23 コロナの時代を生きるためのファクトチェック 立岩 陽一郎／著 講談社

24 コロナ禍の東京を駆ける 稲葉 剛／編 岩波書店

25 事実vs本能　　（集英社文庫 た85-4） 橘 玲／著 集英社
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26 地元を生きる 岸 政彦／著 ナカニシヤ出版

27 集中力　　（EIシリーズ）
ハーバード・ビジネス・
レビュー編集部／編

ダイヤモンド社

28 贖罪の街　上　　（講談社文庫 こ59-34）
マイクル・コナリー／
[著]

講談社

29 新型コロナからいのちを守れ! 西浦 博／著 中央公論新社

30
新型コロナとワクチン知らないと不都合な真実　　（日経
プレミアシリーズ 450）

峰 宗太郎／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

31 新宿特別区警察署Lの捜査官 吉川 英梨／著 KADOKAWA

32 診療点数早見表　2020年4月版 医学通信社

33
スーパーヒーローの秘密　　（創元推理文庫 Fス5-5 (株)
魔法製作所）

シャンナ・スウェンドソ
ン／著

東京創元社

34 スキルアップ法制執務 大島 稔彦／著 第一法規

35 素晴らしき世界　上　　（講談社文庫 こ59-42）
マイクル・コナリー／
[著]

講談社

36 素晴らしき世界　下　　（講談社文庫 こ59-43）
マイクル・コナリー／
[著]

講談社

37 西洋美術とレイシズム　　（ちくまプリマー新書 365） 岡田 温司／著 筑摩書房

38 戦渦の中で
マリオン・イングラム／
著

小鳥遊書房

39
ダ・ヴィンチ、501年目の旅　　（インターナショナル新書
057）

布施 英利／著
集英社インターナ
ショナル

40 台湾の秘湯迷走旅　　（双葉文庫 し-13-20） 下川 裕治／著 双葉社

41 ただ、そこにいる人たち
クリエイティブサポート
レッツ／著

現代書館

42 中小上場会社の内部統制 中村 元彦／編著 同文舘出版

43
月夜の牙　　（幻冬舎時代小説文庫 こ-38-10 義賊・神
田小僧 [2]）

小杉 健治／[著] 幻冬舎

44 つちんこ つっちゃん 石黒 亜矢子／[作] 好学社

45 Tea is Wonderful ディヴィッド.K／著
京阪神エルマガジ
ン社

46
東京23区凸凹地図　　（高低差散策を楽しむバイブル
SURIBACHI）

昭文社

47 閉ざされた扉をこじ開ける　　（朝日新書 754） 稲葉 剛／著 朝日新聞出版

48 どんな日もエレガンス ドメストル美紀／著 大和書房

49 ナイト・エージェント　　（ハーパーBOOKS M・ク4・1） マシュー・クワーク／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

50
NumPy & SciPy数値計算実装ハンドブック　　（Pythonラ
イブラリ定番セレクション）

松田 康晴／著 秀和システム
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51 ハーブ研究家・山下智道のソロキャンプごはん 山下 智道／著 徳間書店

52 パールグレイの瞑想　　（ユニヴェール 14） 岡田 衣代／著 書肆侃侃房

53 ひかりの魔女　[3]　　（双葉文庫 や-26-08） 山本 甲士／著 双葉社

54 ビジネスYouTube入門 菅谷 信一／著 スタンダーズ

55 100歳ランナーの物語
シムラン・ジート・シン
グ／文

西村書店

56 ファクトチェックニッポン 立岩 陽一郎／著 徳間書店

57
冬に咲く花のように生きたあなた　　（メディアワークス文
庫 こ6-2）

こがらし 輪音／[著] KADOKAWA

58 プログラミングElixir Dave Thomas／著 オーム社

59 文章の問題地図 上阪 徹／著 技術評論社

60 平和の下で
マリオン・イングラム／
著

小鳥遊書房

61 辺境の老騎士　4 支援BIS／著 KADOKAWA

62 辺境の老騎士　5 支援BIS／著 KADOKAWA

63 BOAT CREW SEAMANSHIP MANUAL
JBWSS連携協議会／
編

舵社

64
本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知ってい
ること　　（ちくま文庫 や55-1）

矢部 宏治／著 筑摩書房

65 迷い熊笑う　　（双葉文庫 し-32-33 長屋道場騒動記 8） 芝村 凉也／著 双葉社

66 メドゥーサ　　（ナイトランド叢書 3-5） E.H.ヴィシャック／著 アトリエサード

67 燃える部屋　上　　（講談社文庫 こ59-32）
マイクル・コナリー／
[著]

講談社

68 YouTubeだからできる!「テレワーク」営業術 菅谷 信一／著 辰巳出版

69 乱麻　　（講談社文庫 う57-35 百万石の留守居役 16） 上田 秀人／[著] 講談社
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