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№ 分類
図書
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巻冊
コー
ナー

書名（本の題名） 著者 出版社

1 019 ユ 子どもも大人も絵本で育つ 湯澤　美紀著 柏書房

2 141 ジ 世界が動いた「決断」の物語
スティーブン・ジョンソン著

太田　直子訳
朝日新聞出版

3 148 ウ 運を引き寄せるわかりやすい家相と間取り
松本　象湧編著
神宮館編集部編著

神宮館

4 159 ク すべては「好き嫌い」から始まる　仕事を自由にする思考法 楠木　建著 文藝春秋

5 159 ハ 社会人1年目からの仕事の基本　新版 濱田　秀彦著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

6 175 フ 鳥居大図鑑 藤本　頼生編著 グラフィック社

7 186 マ それでいい！今どきの仏事108問答 松島　龍戒著 WAVE出版

8 204 イ 世界史で読み解く現代ニュース　宗教編
池上　彰
増田　ユリヤ著

ポプラ社

9 209 セ 新書 世界史の新常識 文藝春秋編 文藝春秋

10 213 ナ 郷土
クルーソーを越えた男たち
流木で帰還船を造った志布志船の漂流譚

名越　護著 南方新社

11 219 カ 郷土 鹿児島県史料　市来史郎史料ー玉里島津家資料補遺
鹿児島県歴史資料セ
ンター黎明館編集

鹿児島県

12 219 カ 郷土 鹿児島県史料　旧記雑録拾遺地誌備考六
鹿児島県歴史資料セ
ンター黎明館編集

鹿児島県

13 219 カ 郷土 鹿児島県史料　第58集　通商録（七）
鹿児島県歴史資料セ
ンター黎明館編集

鹿児島県立図書館

14 219 ミ 11 郷土 南九州市　薩南文化　第11号
南九州市教育委員会
文化財課編

南九州市教育委員会
文化財課

15 288 ミ
道　天皇陛下御即位三十年記念記録集
平成二十一年～平成三十一年

〔天皇述〕〔皇后述〕
宮内庁編

NHK出版

16 289 ア これからを生きる君へ 天野　篤著 毎日新聞出版

17 290 ジ 字の大きなアトラス世界地図帳　新訂第2版 平凡社編 平凡社

18 290 ミ
旅行が200％楽しくなる！スーツケース収納術
不器用でもズボラでもマネできる

三田村　蕗子著 辰巳出版

19 291 ア 1 郷土 姶良市誌　第１巻　先史・古代編　自然編 姶良市著
姶良市誌編集委員会編

姶良市

20 291 ジ 字の大きなアトラス日本地図帳　新訂第2版 平凡社編 平凡社

21 291 ト 20 旅 東京　’２０ 昭文社

22 291 ル 20 旅 るるぶ伊勢志摩　’２０ JTBパブリッシング

23 291 ル 20 旅 るるぶ札幌　’２０　小樽　富良野　旭山動物園 JTBパブリッシング

24 291 ル 20 旅 るるぶ滋賀びわ湖　’２０　長浜　彦根 JTBパブリッシング

25 320 キ もしも世界に法律がなかったら　「六法」の超基本がわかる物語 木山　泰嗣著 日本実業出版社

26 324 ナ イザというとき「頼り」になる本
お客様や大切な人に不幸があったときの手続きと対応方法

奈良　恒則
佐藤　健一著

近代セールス社

27 336 フ 改正入管法で大きく変わる外国人労働者の雇用と労務管理 布施　直春著 中央経済社

28 336 ミ
最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超基本
ビジュアル版

宮本　ゆみ子著
石川　和男監修

朝日新聞出版

29 338 マ まるわかり！キャッシュレス決済 日本経済新聞出版社編 日本経済新聞出版社

30 369 ウ 認知症の人がパッと笑顔になる言葉かけ 右馬埜　節子著 講談社

31 369 タ
後悔しない介護サービスの選び方〈10のポイント〉
イラスト図解

田中　元著 ぱる出版

32 369 ホ 保育者のための子ども虐待対応の基本
事例から学ぶ「気づき」のポイントと保育現場の役割

保育と虐待対応事例
研究会編著

ひとなる書房

33 369 レ 19-5 家事
レクリエ　２０１９－５・６月
機能向上のための大人数でも楽しめるレク
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

34 373 ダ 大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド 給付型奨学金研究会編 産学社

35 376 フ のび～るシアター 藤原　邦恭著 いかだ社

36 376 マ 郷土 枕崎市立桜山小学校創立150周年記念誌
枕崎市立桜山小学校創
立150周年記念事業実行
委員会編

枕崎市立桜山小学校

37 379 ヒ
「自己肯定感」育成入門
子どもの「やってみたい」をぐいぐい引き出す！

平岩　国泰著 夜間飛行

38 383 オ おにぎりの文化史　おにぎりはじめて物語 横浜市歴史博物館監修 河出書房新社

39 385 サ 新書 さまよう遺骨　日本の「弔い」が消えていく NHK取材班著 NHK出版

40 404 ミ 科学用語図鑑
水谷　淳文
小幡　彩貴絵

河出書房新社

令和元年５月登録本（一般向き）
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41 420 ピ ビジュアル物理全史　ビッグバンから量子的復活まで
クリフォード・ピックオーバー著

吉田　三知世訳
岩波書店

42 427 ヤ トコトンやさしい磁力の本 山崎　耕造著 日刊工業新聞社

43 451 イ オーロラの日本史　古典籍・古文書にみる記録
岩橋　清美
片岡　龍峰著

平凡社

44 454 ニ 地形の科学 西川　有司著 日刊工業新聞社

45 461 イ 敗者の生命史38億年 稲垣　栄洋著
PHPエディターズ・グループ発行

PHP研究所発売

46 467 ミ トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡　佑一郎著 日刊工業新聞社

47 491 ノ 脳の謎　誰も知らない隠された能力
日経ナショナルジオグラ
フィック社発行
日経BPマーケティング発売

48 493 ウ
ウルトラ図解関節リウマチ
病気を進行させない早期対応と治療の最新知識

宮坂　信之監修 法研

49 493 カ 潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本　新版　イラスト版 渡辺　守監修 講談社

50 493 シ
10代脳の鍛え方
悪いリスクから守り、伸びるチャレンジの場をつくる

ジェス・P．シャットキン著
尼丁　千津子訳

晶文社

51 498 ソ
その調理、まだまだ9割の栄養捨ててます！
食べ方で体が変わる！

東京慈恵会医科大学
附属病院栄養部監修

世界文化社

52 498 タ
新型タバコの本当のリスク
アイコス、グロー、プルーム・テックの科学

田淵　貴大著 内外出版社

53 501 ハ 折り紙の科学
萩原　一郎
奈良　知惠著

日刊工業新聞社

54 518 チ
超入門！ニッポンのまちのしくみ
「なぜ？どうして？」がわかる本

福川　裕一監修
青山　邦彦イラスト
淡交社編集者編

淡交社

55 518 ム 新書 日本の「水」が危ない 六辻　彰二著 ベストセラーズ

56 548 ハ
はじめてのロボット工学　第2版
製作を通じて学ぶ基礎と応用

石黒　浩
浅田　稔
大和　信夫共著

オーム社

57 570 カ YA 化学のしごと図鑑　きみの未来をさがしてみよう 近畿化学協会編 化学同人

58 577 ア 天然染料の科学 青木　正明著 日刊工業新聞社

59 592 ス 杉でつくる家具　幻のDIY本『家庭の工作』から
杉の特性を考えてデザインされた椅子、テーブル、収納家具24

グループモノ・モノ編 グラフィック社

60 593 ミ 家事 きれいに縫うためのパターン裁断縫い方の基礎の基礎 水野　佳子著 文化学園文化出版局

61 594 イ 家事
がま口を作る　見てわかる誰でもきれいに作れるコツと定
番からアレンジまでがま口バリエーション

イシカワ　カオル著 グラフィック社

62 594 ハ 家事 はじめての刺しゅうひらがな・カタカナ刺しゅう500
アップルミンツ発行
朝日新聞出版発売

63 594 ヤ 家事 はじめてのちりめん遊び　和布で作る季節こものが勢揃い！ 山口　信子制作・監修 辰巳出版

64 596 ウ 家事
うまい！「おかか」ごはん
かつお節さえあれば、かんたんに料理上手

にんべん著 講談社

65 596 ム 家事
フライパンひとつで、麺　パスタ／冷凍うどん・そば
／中華蒸し麺62レシピ

武蔵　裕子著 文化学園文化出版局

66 597 ア 今あるもので「あか抜けた」部屋になる。 荒井　詩万著 サンクチュアリ出版

67 599 ニ 家事
つくりおき幼児食　1歳半～5歳
まとめて作ってすぐラクごはん

新谷　友里江著 西東社

68 627 ア
草花・鉢花・観葉植物を枯らさない「コツ」！
ガーデナーだからわかる

天野　麻里絵著 講談社

69 627 チ ちいさな花言葉・花図鑑 宇田川　佳子監修 ユーキャン学び出版

70 629 ロ
60代からのガーデニング
DIYとガーデニングの基本作業がよくわかる

ブティック社

71 659 シ これから始める人のための銃猟の教科書 東雲　輝之著 秀和システム

72 686 ゼ 19 全日本鉄道バス旅行地図帳　２０１９年版　最新
小学館クリエイティブ発行

小学館発売

73 724 ア どうぶつのかたち練習帖 秋草　愛著 パイインターナショナル

74 726 コ 29 まんが あさひなぐ　２９ こざき　亜衣著 小学館

75 748 ス ニッポンのはたらく人たち 杉山　雅彦著 パイインターナショナル

76 774 カ 歌舞伎名演目　世話物 松竹株式会社監修 美術出版社

77 777 マ マンガでわかる文楽
あらすじから見どころ、歌舞伎との違いまで全部わかる

マンガでわかる文楽編集部編

上島　カンナマンガ
文楽協会協力

誠文堂新光社

78 780 コ 家事
強い体の基礎を作るスポーツキッズの毎日のごはん
小学校中学年～中学生の成長期に

古池　久美子著 誠文堂新光社
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79 783 バ バレーボール基本テク＆練習法 大山　加奈監修 実業之日本社

80 786 キ フリークライミング
北山　真
杉野　保著

山と溪谷社

81 786 ト 登山入門 佐藤　勇介監修 山と溪谷社

82 809 ア 1日1回「あいうえお」ボケないための滑舌トレーニング 赤間　裕子著 世界文化社

83 810 ヤ
一字違いの語彙力
肝に命じる？肝に銘じる？弱冠？若冠？

山口　謠司著 さくら舎

84 835 ア 英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 朝尾　幸次郎著 大修館書店

85 910 ナカ すごい言い訳！
二股疑惑をかけられた龍之介、税を誤魔化そうとした漱石

中川　越著 新潮社

86 913 エド
江戸の子どもの絵本
三〇〇年前の読書世界にタイムトラベル！

叢の会編 文学通信

87 914 イツ 2 新書 孤独のすすめ　続　人生後半戦のための新たな哲学 五木　寛之著 中央公論新社

88 914 サト 人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤　愛子著 PHP研究所

89 914 ヨシ 思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ著 新潮社

90 916 コバ キラッキラの君になるために　ビリギャル真実の物語 小林　さやか著 マガジンハウス

91 918 カザ 195 郷土 火山地帯　第195号 立石　富生編 火山地帯社

92 918 カザ 196 郷土 火山地帯　第196号 立石　富生編 火山地帯社

93 929 イク ヒジャーズの贈り物
ムハマンド・イクバール著

片岡　弘次訳 大同生命国際文化基金

94 933 ブロ 荒野にて
ウィリー・ヴローティン著

北田　絵里子訳
早川書房

95 F アケ 2 わたし、定時で帰ります。　〔２〕　ハイパー 朱野　帰子著 新潮社

96 F アリ こうして誰もいなくなった 有栖川　有栖著 KADOKAWA

97 F イサ シーソーモンスター 伊坂　幸太郎著 中央公論新社

98 F エド YA 鏡地獄 江戸川　乱歩著 KADOKAWA

99 F キタ 4 チンギス紀　４　遠雷 北方　謙三著 集英社

100 F キタ 運転者　未来を変える過去からの使者 喜多川　泰著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

101 F キリ とめどなく囁く 桐野　夏生著 幻冬舎

102 F クス 海の見える丘　あなたの未来へ贈る5つの物語 くすのき　しげのり作 星の環会

103 F クノ 郷土 故郷の呼ぶ声が聞こえる 久野　正之著 新潮社図書編集室

104 F クボ トリニティ 窪　美澄著 新潮社

105 F コン 機捜235 今野　敏著 光文社

106 F コン 呪護 今野　敏著 KADOKAWA

107 F サイ 隠居すごろく 西條　奈加著 KADOKAWA

108 F サワ 予言の島 澤村　伊智著 KADOKAWA

109 F サワ 落花 澤田　瞳子著 中央公論新社

110 F シオ 僕の永遠を全部あげる 汐見　夏衛著
一迅社発行
講談社発売

111 F シン 少年は死になさい…美しく 新堂　冬樹著 中央公論新社

112 F スミ 麦本三歩の好きなもの 住野　よる著 幻冬舎

113 F セオ 傑作はまだ 瀬尾　まいこ著

ソニー・ミュージックエンタ
テインメント発行
エムオン・エンタテインメ
ント発売

114 F タカ 雨にも負けず　小説ITベンチャー 高杉　良著 KADOKAWA

115 F ツジ 傲慢と善良 辻村　深月著 朝日新聞出版

116 F ドウ 帰還 堂場　瞬一著 文藝春秋

117 F ドバ いも殿さま 土橋　章宏著 KADOKAWA

118 F ナカ もういちどベートーヴェン 中山　七里著 宝島社

119 F モロ 尼子姫十勇士 諸田　玲子著 毎日新聞出版


