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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

1 002 イ 新書 知の越境法　「質問力」を磨く 池上　彰著 光文社

2 007 ハ 帰宅が早い人がやっているパソコン仕事最強の習慣 橋本　和則著 翔泳社

3 019 モ 新書 読書の価値 森　博嗣著 NHK出版

4 116 ソ
哲学の奇妙な書棚　パズル，パラドックス，なぞなぞ，
へんてこ話

Roy　Sorensen著
川辺　治之訳

共立出版

5 159 ウ
あなたは、あなたのままでいて　Disney　Princess
Rule　of　Life

ウイザード・ノリリー文
講談社編

講談社

6 210 サ 平成史
佐藤　優
片山　杜秀著

小学館

7 219 カ 郷土 鹿児島県史料　旧記雑録拾遺地誌備考五
鹿児島県歴史資料セ
ンター黎明館編集

鹿児島県

8 219 カ 郷土 鹿児島県史料　名越時敏史料八
鹿児島県歴史資料セ
ンター黎明館編集
名越　時敏著

鹿児島県

9 219 カ 郷土 鹿児島県史料集　第57集　通昭録（六） 鹿児島県立図書館

10 253 イ
アメリカの原爆神話と情報操作　「広島」を歪めたNYタ
イムズ記者とハーヴァード学長

井上　泰浩著 朝日新聞出版

11 282 シ
脱北者たち　北朝鮮から亡命、ビジネスで大成功、奇
跡の物語

申　美花著 駒草出版

12 288 コ 皇后四代の歴史　昭憲皇太后から美智子皇后まで
森　暢平
河西　秀哉編

吉川弘文館

13 288 マ

ほんとうのプリンセスが教える、あなたもレディになれ
るレッスン　世界を魅了した永遠のプリンセスグレー
ス・ケリーに学ぶ

ジーナ・マッキノン著 日本文芸社

14 289 イ 伊能忠敬　歩いて日本地図をつくった男　没後200年
星埜　由尚監修
伊能　忠敬被伝者

平凡社

15 289 ミ カルピスをつくった男　三島海雲 山川　徹著 小学館

16 291 ト 19 旅 鳥取　’１９　大山・境港　三朝温泉・蒜山高原 昭文社

17 291 ル 19 旅 るるぶ広島宮島　’19　尾道　しまなみ海道　呉 JTBパブリッシング

18 291 ル 19 旅 るるぶ長崎　’19　ハウステンボス佐世保雲仙 JTBパブリッシング

19 291 ル 19 旅 るるぶ栃木　’19　宇都宮　那須　日光 JTBパブリッシング

20 292 シ 19 旅 シンガポール　’19 昭文社

21 312 ア
不思議の国会・政界用語ノート　曖昧模糊で日本が動
く

秋山　訓子著 さくら舎

22 318 ヨ 縮小まちづくり　成功と失敗の分かれ目 米山　秀隆著 時事通信出版局

23 319 ト
感情的になる前に知らないと恥ずかしい中国・韓国・北
朝鮮Q＆A

富坂　聰著 講談社

24 323 キ 自衛隊と憲法　これからの改憲論議のために 木村　草太著 晶文社

25 327 ス
すぐに役立つ入門図解最新内容証明郵便・公正証書・
支払督促の手続きと書式サンプル50

松岡　慶子監修 三修社

26 334 ジ 人口減少社会の未来学
内田　樹編
池田　清彦他著

文藝春秋

27 334 ノ タイワニーズ　故郷喪失者の物語 野嶋　剛著 小学館

28 337 ヨ 新書 「価格」を疑え　なぜビールは値上がり続けるのか 吉川　尚宏著 中央公論新社

29 364 ウ 新書 逃げられない世代　日本型「先送り」システムの限界 宇佐美　典也著 新潮社

30 366 イ
介護と仕事をじょうずに両立させる本　仕事を辞めなく
ても大丈夫！

飯野　三紀子著 方丈社

31 366 キ
専門キャリアカウンセラーが教えるこれからの発達障
害者「雇用」　採用から働き方まで

木津谷　岳著 小学館

32 366 シ 1 仕事に行ってきます　１　クッキーづくりの仕事 埼玉福祉会出版部

33 366 シ 2 仕事に行ってきます　２　動物園で、そうじの仕事 埼玉福祉会出版部

34 369 タ 世界の難民をたすける30の方法 滝澤　三郎編著 合同出版

35 369 ミ 身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて 鈩　裕和監修 自由国民社

36 374 キ
教師のブラック残業　「定額働かせ放題」を強いる給特
法とは？！

内田　良
斉藤　ひでみ編著

学陽書房

37 375 タ
絵本を使った道徳授業の進め方　指導項目を踏まえた
すぐに役立つ19実践

多賀　一郎編著 黎明書房

38 376 サ
ママ、ひとりでするのを手伝ってね！　マンガ　モンテッ
ソーリの幼児教育

相良　敦子原作
あべ　ようこマンガ

河出書房新社

39 379 ニ
10歳までに身につけたい一生困らない子どものマナー
この小さな習慣が、思いやりの心を育てます

西出　ひろ子
川道　映里著

青春出版社

平成30年７月登録本（一般向き）
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40 379 バ 辛くならない子育てのコツ　母親がカッとしちゃダメ！
坂東　眞理子
柳沢　幸雄著

秀和システム

41 383 ニ 子どもの着物大全　「かわいい」のルーツがわかる 似内　惠子著 誠文堂新光社

42 410 ダ 北欧式眠くならない数学の本
クリスティン・ダール著
スヴェン・ノードクヴィス
ト絵　枇谷　玲子訳

三省堂

43 431 サ 宮沢賢治の元素図鑑　作品を彩る元素と鉱物 桜井　弘著 化学同人

44 442 ホ
星空撮影の教科書　星・月・夜の風景写真の撮り方
が、これ1冊でマスターできる！

中西　昭雄
MOSH　book著

技術評論社

45 469 シ 江戸の骨は語る　甦った宣教師シドッチのDNA 篠田　謙一著 岩波書店

46 469 ダ 大逆転！奇跡の人類史　NHKスペシャル人類誕生
NHKスペシャル「人類
誕生」制作班著　馬場
悠男　ほか監修

NHK出版

47 480 タ 人間の偏見動物の言い分　動物の「イメージ」を科学す 高槻　成紀著 イースト・プレス

48 487 カ 郷土
鹿児島県の定置網の魚たち増訂版　かごしま水族館
が確認した

木村　浩之監修 鹿児島水族館公社

49 492 ノ 伸ばすだけで効く！ツボストレッチ　たった10秒 斎藤　充博監修 日本文芸社

50 493 ノ
脳梗塞　脳出血　くも膜下出血　もやもや病　慢性硬膜
下血腫　脳動脈解離ほか

高木　誠監修
主婦の友社編

主婦の友社

51 493 マ
「大腸リセット」で健康寿命をのばす　免疫力が高い、
低いは腸で決まる！

松生　恒夫著 廣済堂出版

52 494 ジ 自分で強化する！腎機能
川村　哲也監修
川畑　奈緒献立指導

洋泉社

53 497 ア ドクター朝田の間違いだらけの子どもの歯みがき 朝田　芳信著 春陽堂書店

54 497 ヒ
舌を鍛えると長生きできる！　フレイルの専門医が教
える

平野　浩彦著
PHPエディターズ・グループ
発行　ＰＨＰ研究所発売

55 498 シ 70歳からの肉食革命 白澤　卓二著 山と溪谷社

56 499 オ
大人女子のためのココロとカラダがよろこぶアロマテラ
ピー

パイインターナショナル

57 499 キ 新薬の狩人たち　成功率0．1％の探求
ドナルド・R．キルシュ
オギ・オーガス著
寺町　朋子訳

早川書房

58 499 ク 19
くすりの事典　２０１９年版　病院からもらった薬がよく
わかる

片山　志郎監修 成美堂出版

59 518 フ ごみ収集という仕事　清掃車に乗って考えた地方自治 藤井　誠一郎著 コモンズ

60 527 イ いつか一人になるための家の持ち方住まい方 井形　慶子著 KADOKAWA

61 537 ナ マツダの魂　不屈の男　松田恒次 中村　尚樹著 草思社

62 538 オ
宇宙ビジネスの衝撃　21世紀の黄金をめぐる新時代の
ゴールドラッシュ

大貫　美鈴著 ダイヤモンド社

63 546 シ
新幹線全車種コンプリートビジュアルガイド　営業車
両・試作車両・検測車両

レイルウエイズグラ
フィック著

グラフィック社

64 578 サ プラスチック知られざる世界 齋藤　勝裕著 シーアンドアール研究所

65 589 エ 新書 世界一簡単なスーツ選びの法則 MB著 ポプラ社

66 589 カ
手ぬぐい使いこなしブック　毎日の暮らしに大活躍する
日本の万能クロス

加藤　敦子著 主婦の友社

67 590 タ 家事
タスカジさんが教える最強の「家事ワザ」　予約のとれ
ないベテラン家政婦

タスカジ監修 マガジンハウス

68 593 ア 家事
赤ちゃんに作ってあげたいスタイとブルマ　ふだんぎか
らおよばれスタイルまで

ブティック社

69 594 ア 家事
あみぐるみの技法書　つくり目、編み方から、組み立
て、糸始末、仕上げまで各部位の作り方の基礎～応用
テクニックを解説

日本あみぐるみ協会著 誠文堂新光社

70 596 ア 家事 はじめが肝心　有元葉子の「下ごしらえ」 有元　葉子著 文化学園文化出版局

71 596 カ 家事 かんたん！ヘルシー！魚の缶詰レシピ キッチンさかな著 河出書房新社

72 596 カ 家事 ラクうま鶏ささみ料理　やせ習慣が身につく 河村　玲子著 辰巳出版

73 596 ク 家事
暮しの手帖のクイックレシピ　保存版　簡単、シンプル、
きちんとおいしい

暮しの手帖編集部著 暮しの手帖社

74 596 コ 家事
こうや豆腐＆粉豆腐幸せレシピ　毎日食べて健康＆ダ
イエットに！

前本　勝利監修
きちんとキッチン料理

河出書房新社

75 596 ジ
女子栄養大学の誰も教えてくれない発酵食のすべて
栄養学の最高権威が教える“賢い食べ方”

五明　紀春監修
古川　知子レシピ監修

エクスナレッジ
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76 596 ミ わたしだけのおいしいカレーを作るために 水野　仁輔著 パイインターナショナル

77 596 ヨ 家事
生クリームなしで作るアイスクリームとフローズンデ
ザート

吉川　文子著 文化学園文化出版局

78 597 ジ 自分で直せば断然お得！身のまわりの修理の教科書 西沢　正和監修 PHP研究所

79 599 コ 家事 マンガでやさしくわかるパパの子育て
小崎　恭弘著
あべ　かよこマンガ

日本能率協会マネジメ
ントセンター

80 599 サ 家事
子育てでカラダが限界なんですがどうすればいいです
か？　育児の疲れスッキリBOOK

斎藤　充博著
クリハラ　タカシ絵

青月社

81 626 キ コンパニオンプランツの野菜づくり　決定版 木嶋　利男著 家の光協会

82 645 ノ 野良猫の拾い方
東京キャットガーディア
ン監修

大泉書店

83 649 イ 獣医師になるには 井上　こみち著 ぺりかん社

84 686 シ 郷土 昭和の終着駅　写真に辿る古の支線王国
成田　就視写真
松本　典久文

交通新聞社

85 689 ト ニッポンおみやげ139景 豊嶋　操著 KTC中央出版

86 709 サ
国宝の解剖図鑑　国宝を知れば日本の美術と歴史が
わかる

佐藤　晃子著 エクスナレッジ

87 709 モ 47都道府県・国宝／重要文化財百科 森本　和男著 丸善出版

88 726 エ 絵を読み解く絵本入門
藤本　朝巳
生田　美秋編著

ミネルヴァ書房

89 726 シ 二番目の悪者
林　木林作
庄野　ナホコ絵

小さい書房

90 726 ツ 1 まんが 笑うかのこ様　１ 辻田　りり子著 白泉社

91 726 ツ 2 まんが 笑うかのこ様　２ 辻田　りり子著 白泉社

92 726 ツ 3 まんが 笑うかのこ様　３ 辻田　りり子著 白泉社

93 754 タ
野山の素材でかごを編む　はじめてでも素敵にできる
つる・樹皮・竹皮・わらでつくる

谷川　栄子著 講談社

94 779 カ
必ず成功する激ウケ！マジック　本格トリック完全マス
ター

Billy　ＢＡＺＺＩ監修 メイツ出版

95 781 ア あたらしい草花あそび 相澤　悦子著 山と溪谷社

96 786 オ
大人のロードバイク教科書　超入門！　カッコよく始め
よう！

枻出版社

97 804 ク 物語を忘れた外国語 黒田　龍之助著 新潮社

98 820 カ 漢文のルール
鈴木　健一編
日原　傳　ほか執筆

笠間書院

99 909 ツシ
小学生のうちに読みたい物語　学校司書が選んだブッ
クガイド

対馬　初音編著 少年写真新聞社

100 910 タキ あの人とあの本の話 瀧井　朝世著 小学館

101 911 ミズ シルバー川柳入門　いちばんやさしい！楽しい！ 水野　タケシ著 河出書房新社

102 913 ムラ 1 つる花の結び　上　源氏物語
紫式部著
荻原　規子訳

理論社

103 913 ムラ 2 つる花の結び　下　源氏物語
紫式部著
荻原　規子訳

理論社

104 914 アン かんがえる子ども 安野　光雅著 福音館書店

105 914 サト 2 役に立たない人生相談　２　好きなようにやればいい。 佐藤　愛子著 ポプラ社

106 914 ヨシ 100歳の100の知恵 吉沢　久子著 中央公論新社

107 F アカ 新書 三毛猫ホームズの復活祭 赤川　次郎著 光文社

108 F アキ 3 幸腹な百貨店　〔３〕　催事場で蕎麦屋呑み 秋川　滝美著 講談社

109 F アキ 鏡じかけの夢 秋吉　理香子著 新潮社

110 F アサ 雲の果 あさの　あつこ著 光文社

111 F アベ 烏百花　蛍の章　八咫烏外伝 阿部　智里著 文藝春秋

112 F オオ 爆身 大沢　在昌著 徳間書店

113 F オチ 泣きかたをわすれていた 落合　恵子著 河出書房新社

114 F カド 新選組の料理人 門井　慶喜著 光文社

115 F キタ 1 チンギス紀　１　火眼 北方　謙三著 集英社

116 F キタ 2 チンギス紀　２　鳴動 北方　謙三著 集英社

117 F キリ ロンリネス 桐野　夏生著 光文社

118 F コレ 万引き家族 是枝　裕和著 宝島社

119 F サガ 日の出 佐川　光晴著 集英社

120 F シシ 文庫 南の風 獅子　文六著 朝日新聞出版

121 F シノ 文庫 鉢植えの梅　絵草紙屋万葉堂 篠　綾子著 小学館

122 F ショ ヘイ・ジュード 小路　幸也著 集英社
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123 F タテ 文庫 小説　島　比呂志 立石　富生著 火山地帯社

124 F ツジ 噛みあわない会話と、ある過去について 辻村　深月著 講談社

125 F ツジ 真夜中の子供 辻　仁成著 河出書房新社

126 F ツム ディス・イズ・ザ・デイ 津村　記久子著 朝日新聞出版

127 F ドウ 砂の家 堂場　瞬一著 KADOKAWA

128 F ナカ Team383 中澤　日菜子著 新潮社

129 F ナガ 道具箱はささやく 長岡　弘樹著 祥伝社

130 F ノナ 六月の雪 乃南　アサ著 文藝春秋

131 F ハム 青嵐の坂 葉室　麟著 KADOKAWA

132 F ヒガ 1 流星の絆　上 東野　圭吾著 埼玉福祉会

133 F ヒガ 2 流星の絆　中 東野　圭吾著 埼玉福祉会

134 F ヒガ 3 流星の絆　下 東野　圭吾著 埼玉福祉会

135 F ヒル エンディングドレス 蛭田　亜紗子著 ポプラ社

136 F ホン あの夏、二人のルカ 誉田　哲也著 KADOKAWA

137 F ミウ ののはな通信 三浦　しをん著 KADOKAWA

138 F ミナ 未来 湊　かなえ著 双葉社

139 F ミヤ あやかし草紙　三島屋変調百物語伍之続 宮部　みゆき著 KADOKAWA

140 F ムラ ミルク・アンド・ハニー 村山　由佳著 文藝春秋

141 F ヤズ つながりの蔵 椰月　美智子著 KADOKAWA

142 F ヤマ 婚活食堂 山口　恵以子著 PHP研究所

143 F ヤマ 長兵衛天眼帳 山本　一力著 KADOKAWA

144 F ヨシ ウォーターゲーム 吉田　修一著 幻冬舎


