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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 セ
中学数学からはじめる暗号入門
現代の暗号はどのようにして作られたのか

関根　章道著 技術評論社

2 019 ア 行く先はいつも名著が教えてくれる 秋満　吉彦著 日本実業出版社

3 146 ナ YA
10代のための疲れた心がラクになる本　「敏感すぎ
る」「傷つきやすい」自分を好きになる方法

長沼　睦雄著 誠文堂新光社

4 159 ア すぐ「決めつける」バカ、まず「受けとめる」知的な人 安達　裕哉著 日本実業出版社

5 159 モ 55歳の壁を乗り越える！一生使える脳の鍛え方 茂木　健一郎著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

6 176 ジ 事典古代の祭祀と年中行事 岡田　莊司編 吉川弘文館

7 184 コ やっかいな人を自分のお城に入れない方法 小池　龍之介著 マガジンハウス

8 209 セ 世界史大図鑑
レグ・グラントほか著
小島　毅日本語版監修

越前　敏弥訳
三省堂

9 210 ウ 郷土
「鹿籠八景」の詠み人について　「鹿籠八景」の詠み人は
近衛信輔であるという記述の文献に対する意見

牛山　好治執筆 鹿児島民具学会

10 210 ヒ 日本国紀 百田　尚樹著 幻冬舎

11 230 サ 図説十字軍 櫻井　康人著 河出書房新社

12 288 ニ 日本人のおなまえっ！　日本がわかる名字の謎
NHK番組制作班編
森岡　浩監修

集英社インターナショナル

13 290 セ
世界幻想とファンタジーの情景
まるで空想の世界のようなファンタジックな名景

パイインターナショナル編著 パイインターナショナル

14 291 ル 20 旅 るるぶドライブ九州ベストコース　’20 JTBパブリッシング

15 291 ル 20 旅 るるぶ山梨　’20　富士五湖　勝沼　清里　甲府 JTBパブリッシング

16 291 ル 20 旅 るるぶ秋田　’20　角館　乳頭温泉郷 JTBパブリッシング

17 310 セ 政治と経済のしくみがわかるおとな事典　新版 池上　彰監修 講談社

18 317 カ 火災救助対策ドア開放マニュアル　全訂版 消防活動研究会編著 東京法令出版

19 319 ミ
グローバル異文化交流史　大航海時代から現代ま
で、ヒト・モノ・カネはどのように移動・伝播したのか

御手洗　昭治編著
小笠原　はるの著

明石書店

20 364 オ
60歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わ
る　年金に詳しくないサラリーマンの老後を守る本

奥野　文夫著 WAVE出版

21 367 マ まんがでわかる老人　その行動には理由があります
吉田　勝明監修
ポンプラボシナリオ・文
松岡　リキ作画

カンゼン

22 369 コ
子連れ防災BOOK
全災害対応！1223人の被災ママパパと作りました

ママプラグ著 祥伝社

23 369 サ 1，2分でできるシニアの手・足・指体操61 斎藤　道雄著 黎明書房

24 369 リ 利用者の思いにこたえる介護のことばづかい
遠藤　織枝
三枝　令子
神村　初美著

大修館書店

25 369 レ 19-3 家事
レクリエ　２０１９-３・４月
機能向上のための下肢が動くレクリエーション
高齢者介護をサポートするレクリエーション情報誌

世界文化社

26 374 タ 100年未来の家族へ　ぼくらがつくる“弁当の日”5．7．5
竹下　和男文・写真
宝肖　和美写真

自然食通信社

27 376 タ
「目的思考」で学びが変わる
千代田区立麹町中学校長・工藤勇一の挑戦

多田　慎介著 ウェッジ

28 379 オ 親子でまなぶ礼儀と作法 小笠原　敬承斎著 淡交社

29 383 イ
いちばん親切なひもとロープの結び方
災害時にアウトドアに暮らしに

主婦の友社編 主婦の友社

30 383 カ 31 郷土 鹿児島民具　第31号　出水市特集号 鹿児島民具学会編 鹿児島民具学会

31 385 ド
どこまでOK？がすぐわかる！
冠婚葬祭の新マナー大全　もう、迷わない！

笹西　真理監修 成美堂出版

32 426 イ 熱と温度の科学 石原　顕光著 日刊工業新聞社

33 486 ウ
身近な昆虫識別図鑑　増補改訂新版
見わけるポイントがよくわかる

海野　和男著 誠文堂新光社

34 488 カ 見つけて楽しむ身近な野鳥の観察ガイド

梶ケ谷　博編著
西　教生
野村　亮
山内　昭著

緑書房

35 489 カ 郷土 写真でつづるアマミノクロウサギの暮らしぶり 勝　廣光写真・文 南方新社

36 491 シ
まんがでわかる！からだのしくみ・病気のメカニズム
人はどうして病気になるのか。そして、なぜ治るのか

塩浦　信太郎著
鹿児島　崇監修

日東書院本社

平成31年4月登録本（一般向き）
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37 493 ギ ギャンブル依存症から抜け出す本　イラスト版 樋口　進監修 講談社

38 493 リ リンパ浮腫のことがよくわかる本　イラスト版 宇津木　久仁子監修 講談社

39 496 コ 吃音　伝えられないもどかしさ 近藤　雄生著 新潮社

40 498 エ
塩分早わかり　第4版
いつも食べる量の塩分がひと目でわかる

牧野　直子監修・データ作成

女子栄養大学出版部編 女子栄養大学出版部

41 498 ク 家事
噛む力が弱った人のおいしい長生きごはん
誤嚥を防ぐ！

クリコ著
阿部　仁子監修

講談社

42 498 コ 家事
医者が考案したがん・病気をよせつけない最強の一
汁一菜

小林　弘幸著 SBクリエイティブ

43 498 ナ
医師が教えるゼロポジ座り
疲れない、太らない、老けない

中村　格子著 講談社

44 498 ナ
寝たきりにならず、自宅で「平穏死」　大活字版
健康寿命を延ばすために大切なこと

長尾　和宏著 SBクリエイティブ

45 498 ヒ
疲労回復ストレッチ　お疲れリセットその日のうちに
つらーい，疲れ，ダルさに

小林　邦之監修 成美堂出版

46 498 ヤ 野菜のとり方早わかり　1日350gを手軽においしく！
竹内　冨貴子監修・データ作成

川端　輝江監修・解説
女子栄養大学出版部

47 519 イ
予測の科学はどう変わる？
人工知能と地震・噴火・気象現象

井田　喜明著 岩波書店

48 519 ウ 水産 海の生物多様性を守るために
秋道　智彌
角南　篤編著

西日本出版社

49 519 セ
「脱使い捨て」でいこう！
世界で、日本で、始まっている社会のしくみづくり

瀬口　亮子著 彩流社

50 531 コ
わかる！使える！製図入門
〈基礎知識〉〈指示方法〉〈実作業〉

小池　忠男著 日刊工業新聞社

51 548 ト トコトンやさしいVRの本

廣瀬　通孝監修
東京大学バーチャル
リアリティー教育研究
センター編

日刊工業新聞社

52 557 シ 水産 英和海洋航海用語辞典　増補新装版 四之宮　博編 成山堂書店

53 559 ピ 世界の核被災地で起きたこと
フレッド・ピアス著
多賀谷　正子
黒河　星子ほか訳

原書房

54 590 ク 27
暮らしのおへそ　Vol．２７
習慣には、明日を変える力がある

主婦と生活社

55 596 ツ
お菓子のかがく　ぐっとおいしくする、感じる力！
お菓子作りのQ＆A　60

津田　陽子著 文化学園文化出版局

56 596 ホ 家事
おいしさ満点！中高生の基本のお弁当
毎日使える306レシピ

ほりえ　さちこ料理 成美堂出版

57 596 マ 家事 日本一の給食メシ　栄養満点3ステップ簡単レシピ 松丸　奨著 光文社

58 596 ヤ 家事 ホームベーカリーでいちばんおいしい食パンレシピ 山崎　豊著 世界文化社

59 626 フ 藤田智の新・野菜づくり大全
藤田　智監修
NHK出版編

NHK出版

60 662 カ 水産
日本の水産資源管理
漁業衰退の真因と復活への道を探る

片野　歩
阪口　功著

慶應義塾大学出版会

61 662 ニ 水産 日本人が魚を食べ続けるために
秋道　智彌
角南　篤編著

西日本出版社

62 666 ト 水産 トコトンやさしい養殖の本 近畿大学水産研究所編 日刊工業新聞社

63 667 ブ 水産 部位別でみつかる水産食品の寄生虫・異物検索図 横山　博ほか著 緑書房

64 674 イ
ほんとに、フォント。
フォントを活かしたデザインレイアウトの本

ingectar‐e著 ソシム

65 718 ミ ミズノ先生の仏像のみかた 水野　敬三郎著 講談社

66 726 ベ その手がおぼえてる
エイミー・ベイツ絵
トニー・ジョンストン文
落合　恵子訳

BL出版

67 778 キ 新書 一切なりゆき　樹木希林のことば 樹木　希林著 文藝春秋

68 779 サ ふらりと寄席に行ってみよう 佐藤　友美著 辰巳出版

69 801 ヤ YA 通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田　浩章著 ぺりかん社

70 809 ヤ もっと心とカラダを整えるおとなのための1分音読 山口　謠司著 自由国民社

71 812 コ 白川静さんに学ぶこれが日本語 小山　鉄郎著 論創社

72 814 マ ヤバいほど日本語知らないんだけど 前田　安正著 朝日新聞出版
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73 816 マ 2 郷土
枕崎〔第２号〕文集
児童作文集第35集　生徒作文集第34集
読書感想文コンクール入選作品第37集（平成30年度）

枕崎市小中学校文集
編集委員会
枕崎市立図書館編集

枕崎市教育委員会

74 829 カ 韓国語 JTBパブリッシング

75 911 ハイ 俳句でつかう季語の植物図鑑
『俳句でつかう季語の植
物図鑑』編集委員会編
遠藤　若狭男監修

山川出版社

76 911 モリ 永遠の詩情 森村　誠一著 KADOKAWA

77 918 サケ 酒呑みに与ふる書 キノブックス編集部編 キノブックス

78 929 イ あの子はもういない
イ　ドゥオン著
小西　直子訳

文藝春秋

79 933 フィ ブックショップ
ペネロピ・フィッツジェラルド著

山本　やよい訳
ハーパーコリンズ・ジャパン

80 F アカ 箱の中の天皇 赤坂　真理著 河出書房新社

81 F アキ 11 居酒屋ぼったくり　11 秋川　滝美著
アルファポリス発行
星雲社発売

82 F アケ くらやみガールズトーク 朱野　帰子著 KADOKAWA

83 F アベ 発現 阿部　智里著 NHK出版

84 F イケ おっさんたちの黄昏商店街 池永　陽著 潮出版社

85 F イシ 不死鳥少年　アンディ・タケシの東京大空襲 石田　衣良著 毎日新聞出版

86 F イト 夢も見ずに眠った。 絲山　秋子著 河出書房新社

87 F イノ あちらにいる鬼 井上　荒野著 朝日新聞出版

88 F エド 文庫 黒蜥蜴と怪人二十面相 江戸川　乱歩著 KADOKAWA

89 F カキ 姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷　美雨著 双葉社

90 F カツ オーディションから逃げられない 桂　望実著 幻冬舎

91 F カミ 5 浮雲心霊奇譚　〔５〕　呪術師の宴 神永　学著 集英社

92 F カワ ジャンヌ 河合　莞爾著 祥伝社

93 F キノ 炯眼に候 木下　昌輝著 文藝春秋

94 F ゴウ オネエ産婦人科　あなたがあなたらしく生きること 豪田　トモ著 サンマーク出版

95 F コバ 救いの森 小林　由香著 角川春樹事務所

96 F コン スクエア 今野　敏著 徳間書店

97 F サイ 永田町小町バトル 西條　奈加著 実業之日本社

98 F サガ 駒音高く 佐川　光晴著 実業之日本社

99 F サワ ひとんち　澤村伊智短編集 澤村　伊智著 光文社

100 F シオ まだ見ぬ春も、君のとなりで笑っていたい 汐見　夏衛著 スターツ出版

101 F シゲ 木曜日の子ども 重松　清著 KADOKAWA

102 F シラ プラスチックの祈り 白石　一文著 朝日新聞出版

103 F タカ 3 文庫
はなの味ごよみ　〔３〕　にぎり雛
書き下ろし長篇時代小説

高田　在子著 KADOKAWA

104 F ツジ インソムニア 辻　寛之著 光文社

105 F ナツ 新章神様のカルテ 夏川　草介著 小学館

106 F ニイ 赤とんぼ
新美　南吉著
ねこ助絵

立東舎発行
リットーミュージック発売

107 F ニシ 新書 えちごトキめき鉄道殺人事件 西村　京太郎著 中央公論新社

108 F ハタ かわたれどき 畠中　恵著 文藝春秋

109 F マチ ぼくはきっとやさしい 町屋　良平著 河出書房新社

110 F ムラ まつらひ 村山　由佳著 文藝春秋

111 F ヨコ ノースライト 横山　秀夫著 新潮社

112 F ヨシ 月とコーヒー 吉田　篤弘著 徳間書店


