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1 019 サ
ビブリオクイズ　「学校」「図書館」「職場」でビブリオ
トークを！

笹倉　剛著 あいり出版

2 033 キ 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365
デイヴィッド・S．キダー著
ノア・D・オッペンハイム著
小林　朋則訳

文響社

3 130 ル 自分の頭で考えたい人のための15分間哲学教室
アン・ルーニー著
田口　未和訳

文響社

4 159 シ 新書 極上の孤独 下重　暁子著 幻冬舎

5 204 イ 世界史で読み解く現代ニュース
池上　彰著
増田　ユリヤ著

ポプラ社

6 219 オ 6 郷土
西郷に抗った鹿児島士族　薩摩川内平佐の民権論者、田
中直哉

尾曲　巧著 南方新社

7 281 カ
幕末・明治偉人たちの「定年後」　知られざる晩年か
ら学ぶ人生の仕上げ方

河合　敦著 WAVE出版

8 285 ホ
本当にあった15の心あたたまる物語　THE　MOTH
Presents

キャサリン・バーンズ
編　岡本　千晶訳

東洋経済新報社

9 291 ル 19 旅 るるぶ立山黒部アルペンルート　’19 JTBパブリッシング

10 291 ル 19 旅 るるぶ新潟佐渡　’19 JTBパブリッシング

11 302 ア 習近平が変えた中国
天児　慧編著
茅原　郁生他著

小学館

12 302 イ
池上彰の世界の見方　朝鮮半島　日本はどう付き合
うべきか

池上　彰著 小学館

13 304 ホ
10年後の仕事図鑑　新たに始まる世界で、君はどう
生きるか

堀江　貴文著
落合　陽一著

SBクリエイティブ

14 312 タ 新書 「官僚とマスコミ」は嘘ばかり 高橋　洋一著 PHP研究所

15 323 コ 国民憲法制定への道　中曽根康弘憲法論の軌跡 世界平和研究所編
文藝春秋企画出版部発行

文藝春秋発売

16 332 モ デジタル資本主義
森　健著
日戸　浩之著
此本　臣吾監修

東洋経済新報社

17 336 オ
事務ミスがない人の図解整理術　書類・メモ・データ
“アナログ”+“デジタル”で効率アップ！

オダギリ　展子著 三笠書房

18 336 デ
電話応対はこわくない！　知っておきたい仕事の
ルールとマナー

松本　昌子監修 池田書店

19 336 ホ 図解仕事の基本社会人1年生大全 北條　久美子著 講談社

20 345 ウ
知らないと損をする最新配偶者控除　「つまりいくら
まで働ける？」がわかる本

梅本　正樹著 秀和システム

21 361 ホ 言葉通りすぎる男　深読みしすぎる女 堀田　秀吾著 大和書房

22 366 ツ
ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が会社の
人間関係で困らないための本

對馬　陽一郎著
安尾　真美著
林　寧哲監修

翔泳社

23 367 ワ 新書 困った老人のトリセツ　25の事例と解決策 和田　秀樹著 宝島社

24 369 シ
写真でわかる移乗・移動ケア　正しい介助の技術
移乗・移動介助の決定版！

田中　義行監修 ナツメ社

25 369 ヤ
災害ボランティア入門　実践から学ぶ災害ソーシャ
ルワーク

山本　克彦編著 ミネルヴァ書房

26 371 ス 少しだけ「政治」を考えよう！　若者が変える社会
フェリス女学院大学シ
ティズンシップ教育グ
ループ編著

松柏社

27 376 フ 文庫
オックスフォード＆ケンブリッジ大学さらに世界一「考
えさせられる」入試問題　まだ、あなたは自分が利口
だと思いますか？

ジョン・ファーンドン著
小田島　恒志訳
小田島　則子訳

河出書房新社

28 383 カ 30 郷土 鹿児島民具　第３０号　枕崎市特集号 鹿児島民具学会編 鹿児島民具学会

29 393 イ 日本は本当に戦争する国になるのか？　大活字版 池上　彰著 SBクリエイティブ

30 421 ク 文庫 絶対、人に話したくなる「時間」の雑学 久我　勝利著 PHP研究所

31 429 ヤ きみは宇宙線を見たか　霧箱で宇宙線を見よう
山本　海行著
小林　眞理子著

仮説社

32 453 ゴ 新書 日本列島大変動　巨大地震、噴火がなぜ相次ぐの 後藤　忠徳著 ポプラ社

33 491 ム 学ぶ脳　ぼんやりにこそ意味がある 虫明　元著 岩波書店

34 493 イ 骨粗鬆症　予防・検査・治療のすべてがわかる本 石橋　英明著 主婦の友社

35 493 コ 子どもに効く栄養学　からだが変わる食材と食べ方
中村　丁次監修
牧野　直子監修

日本文芸社

36 493 ナ なかなか治らないめまいが治る　めまいは耳からとは限らない！ 中山　杜人著 さくら舎

平成30年６月登録本（一般向き）
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37 494 サ
あのひとががんになったら　「通院治療」時代のつな
がり方

桜井　なおみ著 中央公論新社

38 494 マ ハゲを着こなす　悩みを武器にして人生を変える方 松本　圭司著 WAVE出版

39 494 モ
これで分かる！「がん免疫」の真実　初歩から上級
まで、メカニズムをすっきり解説

森崎　隆著 現代書林

40 496 イ 「一生よく見える目」を手に入れる白内障手術 市川　一夫著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング発行
幻冬舎発売

41 498 モ 家事 安産ごはん　赤ちゃんを授かったら、この1冊！
森　洋子著
伊東　優子監修

枻出版社

42 498 ヤ
健康の経済学　医療費を節約するために知っておき
たいこと

康永　秀生著
中央経済社発行
中央経済グループパ
ブリッシング発売

43 507 サ 文庫 30の発明からよむ日本史
池内　了監修
造事務所編著

日本経済新聞出版社

44 517 ハ 水がなくなる日 橋本　淳司著 産業編集センター

45 589 ヤ
懐かしの電子ゲーム大博覧会　みんなが夢中になっ
た素晴らしき電子ゲームの世界

山崎　功著
主婦の友インフォス発行
主婦の友社発売

46 591 オ
はじめての金融リテラシー　お金のキホンを身につ
けよう！

奥田　真之著
大藪　千穂著

昭和堂

47 592 デ
電動工具の使い方事典　基本的な操作法を写真で
詳細解説

スタジオタッククリエイ
ティブ

48 595 オ YA 美容師・理容師になるには
大岳　美帆著
木村　由香里著

ぺりかん社

49 595 グ グレイヘアという選択　ムリせず自然に美しく 主婦の友社編 主婦の友社

50 596 カ 家事
ここまでできる！まな板いらずの絶品レシピ　狭い
キッチンでも時間がないときもささっと作れる！

金丸　絵里加著 家の光協会

51 596 テ 家事 手づくり健康食品　常備菜でからだにいいこと
健康美食ラボ監修
朝日新聞出版編著

朝日新聞出版

52 599 ミ 家事
みんなの子どものいる暮らし日記　がんばりすぎな
い家事と、家時間のすごし方。

みんなの日記編集部編 翔泳社

53 625 ソ 育てて楽しむキウイフルーツ　栽培・利用加工
村上　覚著
末澤　克彦著
西山　一朗著

創森社

54 626 オ おいしい彩り野菜のつくりかた　7色で選ぶ128種
農山漁村文化協会編
藤目　幸擴監修

農山漁村文化協会

55 686 タ 認知症鉄道事故裁判　閉じ込めなければ、罪です 高井　隆一著 ブックマン社

56 702 ア 図説中世ヨーロッパの美術 浅野　和生著 河出書房新社

57 743 イ
いちばんやさしい新しい写真＆カメラの教本　人気
講師が教える良さが伝わる写真の撮り方

井川　拓也著 インプレス

58 754 ア 家事 エコクラフトで編む暮らしのかごとバッグ 荒関　まゆみ著 朝日新聞出版

59 769 ト
バレエ語辞典　バレエにまつわる言葉をイラストと豆
知識で踊りながら読み解く

富永　明子著
森　菜穂美監修
四家　恵監修

誠文堂新光社

60 780 タ 12歳までの最強トレーニング　運動ぎらいでもOK！ 谷　けいじ著 実業之日本社

61 780 タ 励ます技術　スポーツ少年のやる気に火をつける！ 立花　龍司著 竹書房

62 814 ヤ 文豪の凄い語彙力 山口　謠司著 さくら舎

63 829 タ たったの72パターンでこんなに話せるベトナム語会 欧米・アジア語学センター著 明日香出版社

64 918 カザ 193 郷土 火山地帯　第１９３号　特集島比呂志生誕１００年 立石　富生編 火山地帯社

65 933 スウ マザリング・サンデー
グレアム・スウィフト著
真野　泰訳

新潮社

66 F アケ わたし、定時で帰ります。 朱野　帰子著 新潮社

67 F アサ にゃん！　鈴江藩江戸屋敷見聞帳 あさの　あつこ著 白泉社

68 F イシ 爽年 石田　衣良著 集英社

69 F オノ ひと 小野寺　史宜著 祥伝社

70 F カイ 玉村警部補の巡礼 海堂　尊著 宝島社

71 F クボ じっと手を見る 窪　美澄著 幻冬舎

72 F クラ 豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知　淳著 実業之日本社

73 F コン カットバック　警視庁FC　2 今野　敏著 毎日新聞出版

74 F チネ 祈りのカルテ 知念　実希人著 KADOKAWA

75 F ニシ 文庫 十津川警部捜査行　阿蘇・鹿児島殺意の車窓 西村　京太郎著 実業之日本社

76 F ハダ 5時過ぎランチ 羽田　圭介著 実業之日本社

77 F ハラ 三千円の使いかた 原田　ひ香著 中央公論新社



3/3

№ 分類
図書
記号

巻冊
コー
ナー

書名（本の題名） 著者 出版社

平成30年６月登録本（一般向き）

78 F マリ 向こう側の、ヨーコ 真梨　幸子著 光文社

79 F ムラ 風は西から 村山　由佳著 幻冬舎

80 F ヤマ ふたりみち 山本　幸久著 KADOKAWA

81 F ヤマ 食堂メッシタ 山口　恵以子著 角川春樹事務所

82 F ヨシ 文庫 ビア・ボーイ 吉村　喜彦著 PHP研究所


