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1 019 ド 83 郷土読書感想文集　昭和58年度 枕崎市立図書館編 枕崎市立図書館

2 019 ド 84 郷土読書感想文集　昭和59年度 枕崎市立図書館編 枕崎市立図書館

3 019 ド 86 郷土読書感想文集　昭和61年度 枕崎市立図書館編 枕崎市立図書館

4 019 ド 87 郷土読書感想文集　昭和62年度 枕崎市立図書館編 枕崎市立図書館

5 019 ド 88 郷土読書感想文集　昭和63年度 枕崎市立図書館編 枕崎市立図書館

6 019 ド 89 郷土読書感想文集　第８集（平成元年度） 枕崎市立図書館編 枕崎市立図書館

7 019 ド 90 郷土読書感想文集　第９集（平成２年度） 枕崎市立図書館編 枕崎市立図書館

8 019 ド 91 郷土読書感想文集　第１０集（平成３年度） 枕崎市立図書館編 枕崎市立図書館

9 024 ジ 世界のかわいい本の街
アレックス・ジョンソン著

井上　舞訳
エクスナレッジ

10 049 ニ 新書
日本人の9割がやっている間違いな選択
そんな！？まさか！がっかり…な141項目

ホームライフ取材班編 青春出版社

11 146 ウ
子どものためのマインドフルネス
心が落ち着き、集中力がグングン高まる！

キラ・ウィリー著
アンニ・ベッツイイラスト

大前　泰彦訳
創元社

12 159 ニ 文庫 コーヒーと楽しむ心が「ホッと」温まる50の物語 西沢　泰生著 PHP研究所

13 209 ア 海の歴史
ジャック・アタリ著
林　昌宏訳

プレジデント社

14 209 サ 学校では教えてくれない世界史の授業 佐藤　賢一著
PHPエディターズ・グループ発行

PHP研究所発売

15 210 コ 古代風土記の事典
瀧音　能之
鈴木　織恵
佐藤　雄一編

東京堂出版

16 210 ヘ 新書 平成論　「生きづらさ」の30年を考える

池上　彰
上田　紀行
中島　岳志
弓山　達也著

NHK出版

17 289 ア チキンラーメンの女房　実録安藤仁子 安藤百福発明記念館編 中央公論新社

18 289 キ 新書 薩摩の密偵桐野利秋　「人斬り半次郎」の真実 桐野　作人著 NHK出版

19 289 サ
西郷隆盛と枕崎の縁
第２部　戊辰の役　維新のみち
第３部　西南の役　終のみち

北川　忠武著
枕崎観光ボランティア
グループ

20 291 カ 鹿児島県・沖縄県の山
川野　秀也
伊波　卓也
与儀　豊　他３名著

山と溪谷社

21 319 コ 世界を変えた日本と台湾の絆 黄　文雄著 徳間書店

22 323 ケ 憲法についていま私が考えること 日本ペンクラブ編 KADOKAWA

23 324 オ 夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリさせる本
大崎　美生
佐藤　みのり著

日本実業出版社

24 329 ナ
Q＆A外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック
平成30年8月改訂

永井　弘行著 セルバ出版

25 332 サ 新書 未来の稼ぎ方　ビジネス年表2019-2038 坂口　孝則著 幻冬舎

26 338 ノ 新書 入門AIと金融の未来 野口　悠紀雄著 PHP研究所

27 345 ズ 図解わかる相続・相続税　改訂第5版 藤井　和哉監修 新星出版社

28 366 ニ 入門図解最新管理者のための労働法の基本と実務　事業者必携 小島　彰監修 三修社

29 367 イ 「苦しい親子関係」から抜け出す方法 石原　加受子著 あさ出版

30 367 シ
子連れ離婚を考えたときに読む本　新版
慰謝料、親権、養育費、手続き…気になることがすべてわかる

新川　てるえ著 日本実業出版社

31 375 シ 小学校明日からできる！読書活動アイデア事典
塩谷　京子編著
小谷田　照代
山本　泰子著

明治図書出版

32 379 ジ 自分から片づけるようになる整理整頓 橋口　真樹子監修
すぎやま　えみこマンガ・イラスト

旺文社

33 379 ジ 自分で解決できるようになる友だち関係 柴崎　嘉寿隆監修
ひらた　ともみマンガ・イラスト

旺文社

34 379 タ
『賢い子』は図鑑で育てる
16万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える究極の子育て

瀧　靖之著 講談社

35 384 イ 昭和少年少女ときめき図鑑
市橋　芳則
伊藤　秋良著

河出書房新社

36 431 グ 世界で一番美しい化学反応図鑑

セオドア・グレイ著
ニック・マン写真
若林　高文監修
武井　摩利訳

創元社

37 460 ネ 樹脂封入標本の作り方　生物を美しく記録する魔法の工作 根津　貴博著 グラフィック社

平成30年11月登録本（一般向き）
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38 468 ナ プランクトンハンドブック　淡水編
中山　剛
山口　春代著

文一総合出版

39 487 ヨ 水産 日本の海水魚　改訂版　写真検索
吉野　雄輔写真・解説
瀬能　宏監修

山と溪谷社

40 488 ニ にっぽんツバメ便り　ツバメが来た日
宮本　桂写真
ポンプラボ編集

カンゼン

41 490 ヒ 新書 素敵なご臨終　後悔しない、大切な人の送りかた 廣橋　猛著 PHP研究所

42 492 コ
検査結果なんでも早わかり事典　最新版
健診・人間ドックから精密検査の結果まで

小橋　隆一郎著 主婦の友社

43 493 ア 100年を生きる　心臓との付き合い方 天野　篤著 セブン＆アイ出版

44 493 エ 老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 榎本　睦郎著 永岡書店

45 493 コ
これだけは知っておきたい双極性障害
躁・うつに早めに気づき再発を防ぐ！

加藤　忠史監修 翔泳社

46 493 テ 適応障害のことがよくわかる本　新版　イラスト版 貝谷　久宣監修 講談社

47 493 フ 不整脈・心房細動がわかる本　脈の乱れが気になる人へ 山根　禎一監修 講談社

48 493 ヨ
よくわかるパニック症・広場恐怖症・PTSD
突然の発作と強い不安から、自分の生活を取り戻す

貝谷　久宣監修 主婦の友社

49 494 ウ
ウルトラ図解坐骨神経痛
正しい対処で、つらい症状を克服する

久野木　順一監修 法研

50 494 ワ
女性のがんと外見ケア　治療中でも自分らしく
カバーメーク・外見ケア外来で自分らしさを取り戻す」

分田　貴子著 法研

51 495 ニ 乳がんに負けない！あなたの命を守る食事
家庭栄養研究会編
南雲　吉則ほか著

食べもの通信社発行
合同出版発売

52 497 フ 自分で治す！顎関節症
藤原　邦康著
吉野　敏明監修

洋泉社

53 498 マ ＹＡ 救急救命士になるには 益田　美樹著 ぺりかん社

54 538 ホ ＹＡ 宇宙・天文で働く 本田　隆行著 ぺりかん社

55 547 ハ 電波の疑問50　電波はスマホ・Wi‐Fi・GPSにも必要？ 早川　正士著 成山堂書店

56 590 ホ 45歳からの自分を大事にする暮らし 堀川　波著 エクスナレッジ

57 593 ノ 家事 野口光の、ダーニングでリペアメイク 野口　光著 日本ヴォーグ社

58 594 タ 家事
楽しく学べる！ポーチの教室
大事なポイントをギュッとまとめました！

日本ヴォーグ社

59 595 ヘ 家事
ヘアゴム1本でできる「まとめ髪」便利帳
アイロンいらず、ワックスいらずで簡単かわいい！

HAIR監修 宝島社

60 596 ア ごはんのきほん　レシピを見ないで作れるようになりましょう。 有元　葉子著 SBクリエイティブ

61 596 サ 家事
おもてなしの基本とコツ　レシピ＆コーディネート
おもてなしを成功させる７つの提案

佐藤　紀子著 主婦の友社

62 596 ハ 家事
親に作って届けたい、つくりおき
介護じゃないけど、やっぱり心配だから

林　幸子著 大和書房

63 627 ハ
花束・ブーケの発想と作り方
制作意図とデザイン画からわかる

フローリスト編集部編 誠文堂新光社

64 645 ド どんな災害でもイヌといっしょ　ペットと防災ハンドブック 徳田　竜之介監修
小学館クリエイティブ発行

小学館発売

65 645 ペ ペットと暮らす獣医師からのアドバイス Team　HOPE編著 ファームプレス

66 657 ア 香りある樹木と日本人　木の香りある日々の暮らし 有岡　利幸著 雄山閣

67 675 マ いまさら聞けないマーケティングの基本のはなし 松井　剛著 河出書房新社

68 770 ユ エンタテインメントの科学
湯山　茂徳編著
苧阪　直行ほか共著

朝日出版社

69 787 テ 堤防釣り　釣魚と仕掛けのすべてがわかる本 大泉書店編集部編 大泉書店

70 814 サ 大人の語彙力「言いまわし」大全 齋藤　孝著 KADOKAWA

71 814 ト TJG頭字語事典　教養を高める500ワード 一校舎頭字語研究会編 ワニブックス

72 816 シ
小論文これだけ！　模範解答医学・看護・医療編　短大・
推薦入試から難関校受験まで　樋口式小論文の決定版

樋口　裕一著 東洋経済新報社

73 869 ブ ブラジル・ポルトガル語 　 JTBパブリッシング

74 F アキ 10 居酒屋ぼったくり　１０ 秋川　滝美著
アルファポリス発行
星雲社発売

75 F アク 羅生門・鼻・芋粥・　改版 芥川　龍之介著 KADOKAWA

76 F アサ 2 グリーン・グリーン　〔２〕　新米教師二年目の試練 あさの　あつこ著 徳間書店

77 F アズ 新書 松本-鹿児島殺人連鎖　書下し長篇ミステリー 梓　林太郎著 徳間書店

78 F イケ 4 下町ロケット　〔４〕　ヤタガラス 池井戸　潤著 小学館

79 F イシ 七つの試練 石田　衣良著 文藝春秋
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80 F イト 緑の花と赤い芝生 伊藤　朱里著 中央公論新社

81 F イマ 童の神 今村　翔吾著 角川春樹事務所

82 F エガ 一緒にお墓に入ろう 江上　剛著 扶桑社

83 F エド D坂の殺人事件 江戸川　乱歩著 KADOKAWA

84 F カツ 僕は金になる 桂　望実著 祥伝社

85 F カベ ＹＡ 2．43　春後編　清陰高校男子バレー部 壁井　ユカコ著 集英社

86 F カワ 思い出が消えないうちに 川口　俊和著 サンマーク出版

87 F クニ 武蔵野　改版 国木田　独歩著 KADOKAWA

88 F サダ 銀河食堂の夜 さだ　まさし著 幻冬舎

89 F シュ アンドロメダの猫 朱川　湊人著 双葉社

90 F ショ 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路　幸也著 ポプラ社

91 F ダザ 人間失格　改版 太宰　治著 KADOKAWA

92 F ダザ 葉桜と魔笛
太宰　治著
紗久楽　さわ絵

立東舎発行
リットーミュージック発売

93 F チネ ひとつむぎの手 知念　実希人著 新潮社

94 F ナカ 李陵・山月記　弟子・名人伝　改版 中島　敦著 KADOKAWA

95 F ナカ 銀橋 中山　可穂著 KADOKAWA

96 F ナカ その先の道に消える 中村　文則著 朝日新聞出版

97 F ニレ TEN 楡　周平著 小学館

98 F ハギ 猫町　散文詩風な小説
萩原　朔太郎著
しきみ絵

立東舎発行
リットーミュージック発売

99 F ハム 影ぞ恋しき 葉室　麟著 文藝春秋

100 F ホリ 文庫 幻想短編集 堀川　アサコ著 講談社

101 F ミウ 愛なき世界 三浦　しをん著 中央公論新社

102 F ミカ 文庫 ビブリア古書堂の事件手帖　扉子と不思議な客人たち 三上　延著 KADOKAWA

103 F ヤズ 緑のなかで 椰月　美智子著 光文社

104 F ユメ 瓶詰地獄
夢野　久作著
ホノジロ　トヨジ絵

立東舎発行
リットーミュージック発売


