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1 019 サ 新書 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤　孝著 SBクリエイティブ

2 291 ル 20 旅 るるぶ横浜中華街みなとみらい　’２０ JTBパブリッシング

3 291 ル 20 旅 るるぶ京都　’２０ JTBパブリッシング

4 291 ル 20 旅 るるぶ上高地乗鞍白骨奥飛騨温泉郷　’２０ JTBパブリッシング

5 304 サ 問答無用 櫻井　よしこ著 新潮社

6 310 ズ 図解はじめて学ぶみんなの政治

アレックス・フリス他文
ケラン・ストーバーイラ
スト
ヒューゴ・ドローション
ダニエル・ヴィーホフオ
リジナル監修
浜崎　絵梨訳
国分　良成監修

晶文社

7 324 カ
相続・事業承継・認知症対策のためのいちばんわかりや
すい家族信託のはなし　増補版

川嵜　一夫著
蟹江　乾道税務監修

日本法令

8 332 マ
14歳からの資本主義　君たちが大人になるころの未来を
変えるために

丸山　俊一著 大和書房

9 345 カ 徹底解説！消費税軽減税率150問150答 金井　恵美子著 清文社

10 349 イ “財政が厳しい”ってどういうこと？　自治体の“台所”事情 今村　寛著 ぎょうせい

11 351 カ 2017 鹿児島県統計年鑑　平成２９年 鹿児島県企画部統計課編集 鹿児島県統計協会

12 367 イ はじめて学ぶLGBT　基礎からトレンドまで 石田　仁著 ナツメ社

13 383 ウ 新書 昆虫は美味い！ 内山　昭一著 新潮社

14 383 レ 1 アクセサリーの歴史事典　上　頭部・首・肩・ウエスト
K．M．レスター
B．V．オーク著
古賀　敬子（訳）

八坂書房

15 402 カ
科学史ひらめき図鑑　世界を変えた科学者70人のブレイ
クスルー

杉山　滋郎監修
スペースタイム著

ナツメ社

16 453 タ
火山のしくみパーフェクトガイド　成り立ちから噴火、災害、
恩恵まで、火山のすべてを大解剖！

高橋　正樹編著 誠文堂新光社

17 484 タ
日本の貝　温帯域・浅海で見られる種の生態写真＋貝殻
標本

高重　博解説＆生態写真
武井　哲史標本写真

誠文堂新光社

18 486 ニ
日本のチョウ　増補改訂版　日本産全種がフィールド写真
で検索可能

日本チョウ類保全協会編 誠文堂新光社

19 491 オ
終わっている臓器　もはや不要なのに存在する人体パー
ツ21の秘密

坂井　建雄監修 徳間書店

20 493 ク 心の病を治す食事・運動・睡眠の整え方 功刀　浩著 翔泳社

21 498 ア 家事
赤ちゃんが元気に育つ時期別妊娠中のおいしい食事280
品　最新版

川名　有紀子
高橋　嘉名芽医学監
修・栄養指導
牧野　直子料理

学研プラス

22 498 ハ 最高の入浴法　お風呂研究20年、3万人を調査した医者が考案 早坂　信哉著 大和書房

23 498 マ 子どもがダイエットに一生悩まなくなる食事法 牧野　直子著 KADOKAWA

24 527 ナ
笑って！小屋作り　50万円でできる！？セルフビルド顛末
記

中山　茂大文
阪口　克写真

山と溪谷社

25 527 リ リノベーションでつくる心地よくておしゃれなわが家 主婦と生活社

26 590 イ
暮らしに必要なものは、自分で決めていい。　背伸びしな
いで、ありのままに！

一田　憲子著 秀和システム

27 590 タ
あなたがひとりで生きていく時に知っておいてほしいこと
ひとり暮らしの智恵と技術

辰巳　渚著 文藝春秋

28 593 サ 家事 斉藤謠子のいつも心地のよい服とバッグ 斉藤　謠子著 NHK出版

29 596 カ 家事 コンロ1つで自炊Lesson　包丁まな板ボウル必要なし
金丸　絵里加料理
主婦の友社編

主婦の友社

30 596 コ “これから”の暮らしと食卓 主婦と生活社

31 596 サ 家事
チョコレートのお菓子　小さなチョコレートから大きなケー
キまで31のレシピ

坂田　阿希子著 グラフィック社

32 596 マ 家事 家政婦makoのずぼら冷凍レシピ　準備はたった1分！ mako著 マガジンハウス

33 596 ム 頑張らない台所　60歳からはラクしておいしい 村上　祥子著 大和書房

34 627 タ 多肉植物＆コーデックスGuideBook　栽培管理・品種ガイド 主婦の友社編 主婦の友社

35 661 オ YA 漁師になるには 大浦　佳代著 ぺりかん社

36 674 カ マンガでわかるキャッチコピー力の基本
川上　徹也著
松浦　まどか漫画

日本実業出版社

37 724 ヤ 12色で描けるはじめての日本画教室 安原　成美編著 グラフィック社

38 726 コ 28 まんが あさひなぐ　２８ こざき　亜衣著 小学館

39 778 キ 樹木希林120の遺言　死ぬときぐらい好きにさせてよ 樹木　希林著 宝島社
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40 780 タ YA スポーツで働く
谷　隆一
藤江　亮介著

ぺりかん社

41 798 シ 小学生はできるのに！大人は解けないクイズ 知的生活追跡班編 青春出版社

42 816 ス
手紙とはがきの書き出しと結びきちんとマナーハンドブック
「二十四節気、七十二候」に合う書き出しですてきな便りに

杉本　祐子著 主婦の友社

43 829 バ あいうえお順あっという間に読めちゃうハングル
房　賢嬉
用松　美穂著

新星出版社

44 911 マド ふしぎなポケット　改訂版
まど　みちお詩
美智子選・訳
安野　光雅絵

文藝春秋

45 914 アガ いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川　佐和子著 中央公論新社

46 933 トラ メアリ・ポピンズ
トラバース作
岸田　衿子訳
安野　光雅絵

朝日出版社

47 933 ハパ 新書 拳銃使いの娘
ジョーダン・ハーパー著
鈴木　恵訳

早川書房

48 F アオ 跳ぶ男 青山　文平著 文藝春秋

49 F アカ 幽霊解放区 赤川　次郎著 文藝春秋

50 F イワ 天命 岩井　三四二著 光文社

51 F ウエ ニムロッド 上田　岳弘著 講談社

52 F オリ 月虹の夜市　日本橋船宿あやかし話 折口　真喜子著 東京創元社

53 F ドリ 新宿の猫 ドリアン助川著 ポプラ社

54 F ナカ あの日ののぞみ246号 中村　文昭著 センジュ出版

55 F ナカ ふたたび嗤う淑女 中山　七里著 実業之日本社

56 F ナカ 神の島のこどもたち 中脇　初枝著 講談社

57 F ニシ 新書 富山地方鉄道殺人事件 西村　京太郎著 新潮社

58 F ハタ つくもがみ笑います 畠中　恵著 KADOKAWA

59 F フル 平成くん、さようなら 古市　憲寿著 文藝春秋

60 F ホン 歌舞伎町ゲノム 誉田　哲也著 中央公論新社

61 F マチ 1R1分34秒 町屋　良平著 新潮社

62 F ムレ 散歩するネコ 群　ようこ著 角川春樹事務所


