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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 タ
さよなら、インターネット
GDPRはネットとデータをどう変えるのか

武邑　光裕著 ダイヤモンド社

2 007 ミ たすけて！エクセルがむずかしいっス
みやした　ゆきこ文
市川　洋子案

日経BP社発行
日経ＢＰマーケティング発売

3 019 タ ようこそ、読書のアニマシオンへ 種村　エイ子
子どもの本かごしま編著

南方新社

4 070 ム まわしよみ新聞をつくろう！ 陸奥　賢著 創元社

5 114 サ
悔いのない人生　大活字版
死に方から生き方を学ぶ「死生学」

齋藤　孝著 SBクリエイティブ

6 146 オ 「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法 大嶋　信頼著 PHP研究所

7 146 マ 君が生きる意味　人生を劇的に変えるフランクルの教え 松山　淳著 ダイヤモンド社

8 157 サ 郷土 小学校の二宮金次郎さん　鹿児島県全調査資料 酒匂　猛著 南方新社

9 159 タ 科学者が解く「老人」のウソ 武田　邦彦著
産経新聞出版発行
日本工業新聞社発売

10 188 ソ 良寛逸話館絵本 曽根　英一文・絵 良寛逸話館

11 188 モ 新書 最澄　天台宗 百瀬　明治著 淡交社

12 209 ク
図説世界を変えた100の文書（ドキュメント）
易経からウィキリークスまで

スコット・クリスチャンソン著

松田　和也訳
創元社

13 210 バ
幕末・維新～並列100年日本史＆世界史年表
NHK出版　歴史ドラマがさらに面白くなる本

山本　博文監修 NHK出版

14 210 ワ
大正＝歴史の踊り場とは何か
現代の起点を探る

鷲田　清一編著
佐々木　幹郎
山室　信一
渡辺　裕著

講談社

15 217 イ 原爆　広島を復興させた人びと 石井　光太著 集英社

16 238 フ ナチスに挑戦した少年たち
フィリップ・フーズ作
金原　瑞人訳

小学館

17 289 ホ ホーキング未来を拓く101の言葉 桝本　誠二著 KADOKAWA

18 291 ジ JAPAN　MINI　ENCYCLOPEDIA　OF　JAPAN
Takeshi　Yoro
Taku　Miki
Genjiro　Ito編

みずほファイナンシャル
グループ

19 291 ル 19 旅 るるぶ福岡　’１９　博多天神 JTBパブリッシング

20 310 モ もういちど読む山川政治経済　新版 山崎　広明編 山川出版社

21 329 シ 紛争地の看護師 白川　優子著 小学館

22 333 セ
世界で活躍する仕事100
10代からの国際協力キャリアナビ

三菱UFJリサーチ＆コ
ンサルティング編

東洋経済新報社

23 336 ホ 中小企業の防災マニュアル　今までなかった！
本田　茂樹編著
家永　薫ほか執筆

労働調査会

24 338 マ 達人が教える！ハナコの資産運用術 松井　信夫著 現代書林

25 364 イ
届け出だけでもらえるお金　大図解
99％の人は知らずに「損」している！

井戸　美枝著 プレジデント社

26 367 オ 夫の定年　－「人生の長い午後」を夫婦でどう生きる？－
グループわいふ
佐藤　ゆかり著

ミネルヴァ書房

27 367 カ 書庫 介護問題と高齢者の人権 政経出版

28 367 シ 定年が楽しみになる！　オヤジの地域デビュー
清水　孝幸著
佐藤　正明絵

東京新聞

29 368 サ 暴力団の行方　消滅、マフィア化、それとも… 笹原　英治郎著 海鳥社

30 368 ミ うちの子、安全だいじょうぶ？　新しい防犯教育 宮田　美恵子著 新読書社

31 369 ク
社会の障害をみつけよう
一人ひとりが主役の障害平等研修

久野　研二編著 現代書館

32 369 ミ 身近な人が障害をもったときの手続きのすべて 鈴木　四季監修 自由国民社

33 369 ミ 身近な人を介護施設にあずけるお金がわかる本　第2版 高室　成幸監修 自由国民社

34 378 エ LD〈学習障害〉のある子を理解して育てる本 竹田　契一監修 学研プラス

35 379 ク アドラー式子育て家族を笑顔にしたいパパのための本 熊野　英一著 小学館クリエイティブ

36 379 サ
佐々木正美の子育て百科
入園・入学前に親がしておきたいこと

佐々木　正美著 大和書房

37 407 ヨ
つくってあそぼう！
本といっしょに、つくってかがくであそぼう

吉井　潤
柏原　寛一著

青弓社

38 451 ア 天達のお天気1日1へぇ～　自然にはびっくりがいっぱい！ 天達　武史著 幻冬舎

39 458 ニ 岩石の科学 西川　有司著 日刊工業新聞社

平成30年８月登録本（一般向き）
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平成30年８月登録本（一般向き）

40 471 イ 世界史を大きく動かした植物 稲垣　栄洋著
PHPエディターズ・グループ発行

PHP研究所発売

41 471 タ 新書
植物のかしこい生き方
欲張らず、むだに戦わずしたたかに生きる知恵

田中　修著 SBクリエイティブ

42 486 マ 蠅たちの隠された生活
エリカ・マカリスター著
桝永　一宏監修
鴨志田　恵訳

エクスナレッジ

43 493 イ 肝臓病　ウイルス性肝炎・肝臓がん・脂肪肝・肝硬変 泉　並木著 主婦の友社

44 493 カ 新書 「発達障害」と言いたがる人たち 香山　リカ著 SBクリエイティブ

45 493 コ 国立がん研究センターの肝・胆・膵がんの本 島田　和明ほか監修
小学館クリエイティブ発行
小学館発売

46 493 ト 統合失調症スペクトラムがよくわかる本　イラスト版 糸川　昌成監修 講談社

47 493 ワ 疲労と回復の科学　おもしろサイエンス
渡辺　恭良　水野　敬
著

日刊工業新聞社

48 494 チ 「ひざ関節鏡手術」がよくわかる本 陳　永振　陳　昌鍇著 現代書林

49 498 フ 世界一効率よく若返る！1日5秒骨トレーニング！ 藤澤　孝志郎著 ビジネス社

50 498 ホ 新書
わたしの主人公はわたし
他人の声の振りまわされない生き方

細川　貂々著 平凡社

51 550 ド どうして海のしごとは大事なの？ 「海のしごと」編集委員会編 成山堂書店

52 589 ヨ
文房具の解剖図鑑
図解で楽しくわかる愛される文房具たちとその仕組み

ヨシムラ　マリ
トヨオカ　アキヒコ著

エクスナレッジ

53 593 ウ
Dr．久美子流服のリフォーム術
手持ちの服を賢く活かしてあなたの印象をガラリと変える

内本　久美子著 万来舎

54 596 ア 家事 ひとりごはんの愉しみと工夫 有元　葉子著 東京書籍

55 596 モ
ドイツ菓子図鑑　お菓子の由来と作り方
伝統からモダンまで、知っておきたいドイツ菓子102選

森本　智子著 誠文堂新光社

56 611 セ 誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書 清泉　亮著 東洋経済新報社

57 611 チ 郷土
広報誌「へそ」縮刷版
第26号～第48号（2008.3～2017.8）

地球人会議かごしま編 地球人会議かごしま

58 659 シ これから始める人のためのわな猟の教科書
東雲　輝之著
日和佐　憲厳監修

秀和システム

59 673 ミ

ワンランク上の「接客交渉術」
ゴネるお客さまも納得する　クレームも怖くない「とっさ
のときの大人の対応」　切り返しフレーズ満載！

宮田　寿志著 ぱる出版

60 686 タ 新書 ニッポン終着駅の旅 谷川　一巳著 平凡社

61 783 バ バレーボール勝つ！テーピングのコツ目的別完全マニュアル NECレッドロケッツ監修 メイツ出版

62 786 タ
楽しむ！極める！キャンプ完全ガイド
さぁ、キャンプに出かけよう！

木村　東吉監修 西東社

63 910 セオ おちゃめに100歳！寂聴さん 瀬尾　まなほ著 光文社

64 914 イケ 新書 すごいトシヨリBOOK　トシをとると楽しみがふえる 池内　紀著 毎日新聞出版

65 914 イシ 魂の秘境から 石牟礼　道子著 朝日新聞出版

66 914 イツ 人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方 五木　寛之著 PHP研究所

67 914 ムレ ほどほど快適生活百科 群　ようこ著 集英社

68 916 オカ 総務部長はトランスジェンダー　父として、女として 岡部　鈴著 文藝春秋

69 921 エ 江戸人、唐詩選に遊ぶ 大庭　卓也編 久留米大学文学部

70 929 ヒ 一粒のガラス
シーダーオルアン著
宇戸　優美子訳

大同生命国際文化基金

71 933 ビッ 新書 天使が去ったあの日から
アンジェラ・ビッセル作
深山　咲訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

72 F アサ 火花散る あさの　あつこ著 PHP研究所

73 F イガ スタンドアップ！ 五十嵐　貴久著 PHP研究所

74 F カシ 文庫 京都下鴨なぞとき写真帖 柏井　壽著 PHP研究所

75 F カワ 天地に燦たり 川越　宗一著 文藝春秋

76 F キウ 火影に咲く 木内　昇著 集英社

77 F キノ 絵金、闇を塗る 木下　昌輝著 集英社

78 F クロ 泥濘 黒川　博行著 文藝春秋

79 F シマ ファーストラヴ 島本　理生著 文藝春秋

80 F タカ 官邸襲撃 高嶋　哲夫著 PHP研究所

81 F ツジ 青空と逃げる 辻村　深月著 中央公論新社

82 F ナミ 狗吠 波平　由紀靖著 郁朋社

83 F ニキ 師弟の祈り　旅路の果てに 仁木　英之著 新潮社

84 F ヤズ さしすせその女たち 椰月　美智子著 KADOKAWA


