
№ 分類
図書
記号

巻冊
コー
ナー 書名（本の題名） 著者 出版社

1 015 ヨ 読みたいのに読めない君へ，届けマルチメディアDAISY 牧野　綾編 日本図書館協会

2 022 ソ
素材を活かした手製本の教室　革装・布装・和装の作り
方から本の直し方まで 全16作品

スタジオタッククリエイ
ティブ

3 141 イ 色と性格の心理学　たった1秒で人を見抜く・自分を変え ポーポー・ポロダクション著 日本文芸社

4 289 ホ 無限の宇宙　ホーキング博士とわたしの旅
ジェーン・ホーキング著
堀川　志野舞訳

静山社

5 291 ル 旅 るるぶ鹿児島　’１９　指宿霧島桜島 JTBパブリッシング

6 312 ズ 図解でわかる14歳から知る日本戦後政治史
インフォビジュアル研
究所著

太田出版

7 410 マ 知って得する！おうちの数学 松川　文弥著 翔泳社

8 493 ウ
ウルトラ図解狭心症・心筋梗塞　進行を予防して、安心し
て暮らすために

矢嶋　純二監修 法研

9 493 ス
認知症対策の新常識　「絵本の読み聞かせ」が、予防・機
能改善に効く！

鈴木　宏幸
渋川　智明著

日東書院本社

10 498 イ 家事 季節の薬膳　二十四節気の養生レシピ
猪俣　稔成編著
辰巳　洋監修

緑書房

11 596 ナ 家事
すりながしのレシピ　旬野菜とだしで作るからだにやさし
い日本のスープ

長島　博著 誠文堂新光社

12 949 フル 83　1／4歳の素晴らしき日々
ヘンドリック・フルーン著

長山　さき訳
集英社

13 F イワ Matt 岩城　けい著 集英社

14 F オオ 文庫 かぞくいろ　RAILWAYSわたしたちの出発
吉田　康弘脚本
大石　直紀著

小学館

15 F オギ 1 花のさくら通り　１ 荻原　浩著 大活字文化普及協会

16 F オギ 2 花のさくら通り　２ 荻原　浩著 大活字文化普及協会

17 F オギ 3 花のさくら通り　３ 荻原　浩著 大活字文化普及協会

18 F オギ 4 花のさくら通り　４ 荻原　浩著 大活字文化普及協会

19 F ショ 春は始まりのうた　マイ・ディア・ポリスマン 小路　幸也著 祥伝社

20 F ハラ ねじれびと 原　宏一著 祥伝社

21 F ヒガ 沈黙のパレード 東野　圭吾著 文藝春秋

22 F ヒロ 白の王 廣嶋　玲子著 東京創元社

23 F カナ ＹＡ 包丁さんのうわさ　カワタレドキの儀式
神波　裕太著
鍋島　テツヒロ画

KADOKAWA

24 F カナ ＹＡ 包丁さんへるぷみぃ　とある巫女の記録
神波　裕太著
鍋島　テツヒロ画

KADOKAWA

25 291 ル 旅 るるぶ兵庫　’１９　神戸　姫路　但馬 JTBパブリッシング

26 302 ス 地図で見る日本ハンドブック

レミ・スコシマロ著
クレール・ルヴァスール地図製作

神田　順子
清水　珠代訳

原書房

27 318 ヤ 47都道府県政治地図
八幡　和郎著
新世紀政経研究所編

啓文社書房発行
啓文社発売

28 331 ア アリエリー教授の「行動経済学」入門　お金篇
ダン・アリエリー著
ジェフ・クライスラー著
櫻井　祐子訳

早川書房

29 366 オ 働き方改革のすべて 岡崎　淳一著 日本経済新聞出版社

30 367 コ 没イチ　パートナーを亡くしてからの生き方 小谷　みどり著 新潮社

31 493 コ 家事
高血圧を予防する減塩なのにおいしいレシピ　おかずに
含まれる主要栄養素が一目でわかる

氏家　弘監修
川上　文代料理

マイナビ出版

32 583 ツ 2 つくって楽しむわら工芸　２　しめ飾りと生活用具
瀧本　広子著
大浦　佳代著

農山漁村文化協会

33 589 カ 新書 健康長寿は靴で決まる かじやま　すみこ著 文藝春秋

34 594 テ 家事
身近なもので作るハンドメイドレク　100歳まで元気！リサ
イクルで楽しい生活を

寺西　恵里子著 朝日新聞出版

35 596 イ 家事
ふんわり、しっとり至福の米粉スイーツ　小麦粉、卵、乳
製品、白砂糖を使わないグルテンフリーレシピ

今井　ようこ著 家の光協会

36 596 ノ 家事 脳がよみがえる「水煮缶」レシピ　認知症予防！
佐古田　三郎監修
舘野　真知子料理

PHP研究所

37 597 ヨ なかなか捨てられない人のための鬼速片づけ 吉川　永里子著 アスコム

38 627 ヤ はじめての盆栽　失敗しない8つのコツ 山田　香織著 世界文化社

39 673 オ 新書 カジノエージェントが見た天国と地獄 尾嶋　誠史著 ポプラ社

40 783 ケ
「決定力」に差がつく！バレーボールアタッカー最強のポ
イント50

山本　隆弘監修 メイツ出版

41 813 サ 三省堂現代新国語辞典　第6版 小野　正弘ほか編 三省堂

42 949 バッ ブリット＝マリーはここにいた
フレドリック・バックマン著
坂本　あおい訳

早川書房
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43 F アビ 凛の弦音（つるね） 我孫子　武丸著 光文社

44 F ケッ 決戦！設楽原　武田軍vs．織田・徳川軍 宮本　昌孝ほか著 講談社

45 F シゲ どんまい 重松　清著 講談社

46 148 シ 幸運を呼び込むすごい！！おそうじ風水 紫月　香帆著 神宮館

47 289 ハ 郷土 海耕記　原耕が鰹群に翔けた夢 福田　忠弘著 筑波書房

48 336 ア
悪質クレーマー・反社会的勢力対応実務マニュアル　リス
ク管理の具体策と関連書式

藤川　元編集代表
市民と企業のリスク問
題研究会編

民事法研究会

49 345 モ 18 法人税事例選集　平成30年10月改訂　問答式
森田　政夫
西尾　宇一郎共著

清文社

50 366 ク
わたし8歳、職業、家事使用人。　世界の児童労働者1億
5200万人の1人

日下部　尚徳著 合同出版

51 378 リ 療育って何？　親子に笑顔を届けて
近藤　直子編著
全国発達支援通園事
業連絡協議会編著

クリエイツかもがわ

52 410 ス 数学の世界　素数，虚数，πなど，数が織りなす美しい世界 ニュートンプレス

53 493 シ シニアの筋トレ・口トレ・骨体操　まずはこれだけトレーニング！ 荒井　秀典ほか監修 NHK出版

54 494 ジ 痔で悩む人の毎日ごはん　おしりの痛みがラクになる 松島　誠病態監修
新妻　京子栄養指導・献立

女子栄養大学出版部

55 588 サ 意外と知らないお酒の科学 齋藤　勝裕著 シーアンドアール研究所

56 596 フ 料理の科学大図鑑

スチュアート・ファリモンド著

辻静雄料理教育研究所
日本語版監修

熊谷　玲美
渥美　興子訳

河出書房新社

57 596 ヤ 家事 もう失敗しない！米粉の教科書 柳田　かおり著
みらいパブリッシング発行

星雲社発売

58 626 ホ
わたしのエコひいき農業　有機無農薬栽培の実際　野菜
と雑草、害虫、天敵

堀　俊一著 筑波書房

59 914 セト 先生、ちょっと人生相談いいですか？
瀬戸内　寂聴
伊藤　比呂著

集英社インターナショナル発行

集英社発売

60 F アサ ラストラン あさの　あつこ著 幻冬舎

61 F イワ ラストレター 岩井　俊二著 文藝春秋

62 F カミ 5 文庫 怪盗探偵山猫　５　月下の三猿 神永　学著 KADOKAWA

63 F シン ヘブン 新野　剛志著 幻冬舎

64 F ツキ 東京輪舞（ロンド） 月村　了衛著 小学館

65 F ドウ 白いジオラマ 堂場　瞬一著 中央公論新社

66 291 ゼ 18 ゼンリン住宅地図鹿児島県枕崎市　2018.11 ゼンリン編 ゼンリン

67 304 オ
ニッポン2021-2050　データから構想を生み出す教養と思
考法

落合　陽一
猪瀬　直樹著

KADOKAWA

68 365 ロ
あやしい催眠商法だましの全手口　身近な人を守るため
に知っておくべきこと

ロバート・熊著 自由国民社

69 367 ス
ステップファミリーのきほんをまなぶ　離婚・再婚と子ども
たち

SAJ　野沢　慎司編
緒倉　珠巳
野沢　慎司
菊地　真理著

金剛出版

70 371 キ スマホ社会の落とし穴　子どもが危ない！
清川　輝基
内海　裕美共著

少年写真新聞社

71 388 ニ 日本の子守唄　命と愛のメッセージ 西舘　好子著 游学社

72 494 セ 家事
専門医が教える組み合わせ自在腎臓病レシピ　一生使
える280レシピ

両角　國男
浅倉　洋平監修
岩崎　啓子料理

西東社

73 518 イ
町自慢、マンホール蓋700枚。　新・デザインマンホール
100選

池上　修
池上　和子著

論創社

74 532 サ
わかる！使える！作業工具・取付具入門　〈原理〉〈使い
方〉〈勘どころ〉

澤　武一著 日刊工業新聞社

75 627 タ
もっと簡単で確実にふやせるさし木・つぎ木・とり木　最新
版　成功率の高い、樹木・観葉植物・草花のふやし方

高柳　良夫著
矢端　亀久男監修

日本文芸社

76 648 ジ ジビエ解体・調理の教科書　安全に、美味しく食べるため 日本ジビエ振興協会監修 グラフィック社

77 867 ス スペイン語 JTBパブリッシング

78 F アサ ぼくは朝日 朝倉　かすみ著 潮出版社

79 F キタ 3 チンギス紀　３　虹暈 北方　謙三著 集英社

80 F スギ デルタ　陸自「影」の兵士たち 杉山　隆男著 新潮社

81 F タカ 戒名探偵卒塔婆くん 高殿　円著 KADOKAWA

82 F ミヤ 野の春 宮本　輝著 新潮社

83 F ムラ エリザベスの友達 村田　喜代子著 新潮社
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84 304 ツ 新書 日本が売られる 堤　未果著 幻冬舎

85 369 ジ
自衛隊防災BOOK　自衛隊OFFICIAL　LIFE　HACK
CHANNEL

マガジンハウス編集 マガジンハウス

86 596 ア 旅 味わってみたい日本の料亭・料理店　中国・四国編
全国料理業生活衛生
同業組合連合会

87 289 ト 徳田虎雄病院王外伝　国内最大病院を巡る闘いの舞台 大平　誠著 PHP研究所

88 497 ｲ 歯は抜くな　改訂版　抜くといわれた歯を守る
岩田　有弘著
相澤　るつ子絵

文渓堂

89 929 チェ 喜びの木陰　チェニイ短編集
チェニイ著
河東田　静雄訳

大同生命国際文化基
金

90 007 ア AI　vs.教科書が読めない子どもたち 新井　紀子著 東洋経済新報社

91 686 ツ 郷土 追憶の南薩鉄道 南薩線愛好会編 南薩線愛好会

92 111 カ 郷土
鹿児島書物と図書館の近代　〈知〉の集積と展開　平成30
年度鹿児島大学附属図書館貴重書公開

丹羽　謙治
多田　蔵人編
高津　孝他執筆

鹿児島大学附属図書
館

93 143 ク 新書 妻のトリセツ 黒川　伊保子編著 講談社

94 491 ジ
10億分の1を乗りこえた少年と科学者たち　世界初のパー
ソナルゲノム医療はこうして実現した

マーク・ジョンソン
キャスリーン・ギャラガー著

梶山　あゆみ訳
紀伊國屋書店

95 007 パ 19 パソコンで困ったときに開く本　２０１９ 朝日新聞出版

96 180 ア
気になる仏教語辞典　仏教にまつわる用語を古今東西、
イラストとわかりやすい言葉でなむなむと読み解く

麻田　弘潤著 誠文堂新光社

97 291 シ 13 郷土 新薩摩学　１３　旅する世界
鹿児島純心女子大学
国際文化研究センター

南方新社

98 291 ダ 郷土 大学的鹿児島ガイド　こだわりの歩き方 鹿児島大学法文学部編 昭和堂

99 291 ル 19 旅 るるぶ茨城　’１９　大洗　水戸　笠間 JTBパブリッシング

100 302 ワ 知られざるキューバ　外交官が見たキューバのリアル 渡邉　優著 ベレ出版

101 369 ヒ 100歳時代の新しい介護哲学　介護を仕事にした100人の理由 久田　恵　花げし舎編著 現代書館

102 440 チ
僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない　この世で一番
おもしろい宇宙入門

ジョージ・チャム
ダニエル・ホワイトソン著

水谷　淳訳
ダイヤモンド社

103 493 エ
NHKガッテン！コレステロール本当の健康新常識〈食べ
てちゃっかり改善〉最新対策ワザ

NHK科学・環境番組部編

主婦と生活社「NHK
ガッテン！」編集班編

主婦と生活社

104 601 テ ビレッジプライド　「0円起業」の町をつくった公務員の物語 寺本　英仁著 ブックマン社

105 615 エ 農作物を守る鳥獣害対策　決定版　動物の行動から考え 江口　祐輔編著 誠文堂新光社

106 645 ホ 愛犬と20年いっしょに暮らせる本　いまから間に合うおうちケア 星野　浩子著 さくら舎

107 914 イジ 8 新書 大人の流儀　８　誰かを幸せにするために 伊集院　静著 講談社

108 933 パマ 新書 恋するアリス
ダイアナ・パーマー作
杉本　ユミ訳

ハーパーコリンズ・ジャ
パン

109 F イサ フーガはユーガ　TWINS　TELEPORT　TALE 伊坂　幸太郎著 実業之日本社

110 F シノ 文庫 初春の雪 篠　綾子著 小学館

111 F シン こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保　裕一著 文藝春秋

112 F ムラ はつ恋 村山　由佳著 ポプラ社

113 291 ル 19 旅 るるぶ千葉房総　’１９ JTBパブリッシング

114 302 イ 池上彰の世界の見方　ロシア　新帝国主義への野望 池上　彰著 小学館

115 304 イ 池上彰の「どうしてこうなった？」　ニュースの“そもそも” 池上　彰著 文藝春秋

116 333 デ 1ドル札の動きでわかる経済のしくみ
ダーシーニ・デイヴィッド著

池上　彰監修
花塚　恵訳

かんき出版

117 336 イ
「言いづらいこと」を、サラリと伝える技術　ハッキリ言って
も嫌われない！人間関係がうまくいく！

稲垣　陽子著 三笠書房

118 402 ス 世界と科学を変えた52人の女性たち
レイチェル・スワビー著
堀越　英美訳

青土社

119 484 ゴ タコの心身問題　頭足類から考える意識の起源
ピーター・ゴドフリー＝スミス著

夏目　大訳
みすず書房

120 493 オ 大人の発達障害　生きづらさへの理解と対処 市橋　秀夫監修 講談社

121 494 カ
あなたの指先、変形していませんか？　指先が変形して
痛い「ヘバーデン結節」の予防と治し方

笠原　巖著 自由国民社

122 495 ニ 乳がんのことがよくわかる本　イラスト版 山内　英子監修 講談社

123 498 エ NHK出版からだのための食材大全 池上　文雄ほか監修 NHK出版

124 536 ワ 日本を動かした50の乗り物　幕末から昭和まで 若林　宣著 原書房

125 596 コ 家事 これで差がつく！本格そば打ち上達のコツ50　改訂版 手打ち蕎麦研究会著 メイツ出版

126 F ナガ 救済 長岡　弘樹著 講談社

127 F モリ 熱帯 森見　登美彦著 文藝春秋


