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1 007 ム はじめてのWindows7→10引っ越し乗り換え 村松　茂著 秀和システム

2 140 ホ 科学的に自分を変える39の方法 堀田　秀吾著
クロスメディア・パブリッシング発行

インプレス発売

3 147 チ 小さな幸せがみつかる世界のおまじない 亀井　英里絵 パイインターナショナル

4 148 マ しあわせ占星術　新版　自分でホロスコープが読める本 まつい　なつき著 KADOKAWA

5 159 ナ
泣いたあとは、新しい靴をはこう。
10代のどうでもよくない悩みに作家が言葉で向き合ってみた

日本ペンクラブ編 ポプラ社

6 210 キ 紀行 日本カメラ博物館監修 山川出版社

7 219 ミ 南九州市薩南文化　第８号 南九州市立図書館編 南九州市立図書館

8 281 フ
征夷大将軍になり損ねた男たち
トップの座を逃した人物に学ぶ教訓の日本史

二木　謙一編著 ウェッジ

9 292 ル 21 旅
るるぶ台湾　’２１
台北・台中・台南・高雄　猫空・淡水・新北投

JTBパブリッシング

10 301 タ
身銭を切れ
「リスクを生きる」人だけが知っている人生の本質

ナシーム・ニコラス・タレブ著

望月　衛監訳
千葉　敏生訳

ダイヤモンド社

11 335 ビ ビジネス用語図鑑　「知ったかぶり」を解消する！
マイストリート編
浜畠　かのうイラスト
佐々木　常夫監修

WAVE出版

12 336 イ まんがで身につく「伝える力」
池上　彰著
星井　博文シナリオ
ａｎｃｏ作画

PHP研究所

13 336 コ
女の人を怒らせない技術
マンガでよくわかる女性とのコミュニケーションの鉄則

近藤　俊太郎著
サカモト　トシカズ漫画

ダイヤモンド社

14 336 ス 「疲れない」が毎日続く！休み方マネジメント 菅原　洋平著 河出書房新社

15 336 テ 定時で帰る女性の仕事ルールと時間術 冨山　真由監修 ナツメ社

16 336 ノ 文系AI人材になる　統計・プログラム知識は不要 野口　竜司著 東洋経済新報社

17 338 カ
いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本
人気講師が教える新たな経済圏のビジネス

川野　祐司著 インプレス

18 350 ル 統計的な？　数字に騙されないための10の視点
アンソニー・ルーベン著

田畑　あや子訳
すばる舎リンケージ

19 351 カ 2018 郷土 鹿児島県統計年鑑　平成30年 鹿児島県企画部統計課編集 鹿児島県統計協会

20 364 ヒ 「国民年金」150％トコトン活用術 日向　咲嗣著 同文舘出版

21 367 オ
「最期まで自宅」で暮らす60代からの覚悟と準備
“在宅死”という幸せ

大久保　恭子著 主婦の友社

22 369 サ 知的障害や発達障害のある人とのコミュニケーションのトリセツ 坂井　聡著 エンパワメント研究所

23 370 シ 新・子どもの願いを真ん中に　鹿児島からの発信 鹿児島子ども研究センター
ブックレット編集委員会編

南方新社

24 376 オ YA 幼稚園教諭になるには 大豆生田　啓友著 ぺりかん社

25 378 タ 新書 「発達障害」だけで子どもを見ないでその子の「不可解」を理解する 田中　康雄著 SBクリエイティブ

26 379 オ お金に強い子どもの育て方 日経マネー編集部編集 日経BP発行
日経BPマーケティング発売

27 468 イ プラネットアース　イラストで学ぶ生態系のしくみ
レイチェル・イグノトフスキー著

山室　真澄監訳
東辻　千枝子訳

創元社

28 490 イ 1日1ページ、読むだけで身につくからだの教養365

デイヴィッド・S．キダー
ノア・Ｄ・オッペンハイム

ブルース・Ｋ・ヤング著

久原　孝俊訳

文響社

29 493 ハ
ボクはやっと認知症のことがわかった
自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えたい遺言

長谷川　和夫
猪熊　律子著

KADOKAWA

30 493 マ 惨事ストレスとは何か　救援者の心を守るために 松井　豊著 河出書房新社

31 494 イ 透析療法　腹膜透析・血液透析・腎移植 石橋　由孝著 主婦の友社

32 494 サ
その症状、がんのサインかもしれません
後悔しないためには早期発見が大切です！

佐藤　典宏著 PHP研究所

33 497 イ
「歯」を整えるだけで人生は変わる
世界のビジネスエリートが成功するために必ずやっていること

井上　裕之著 日本実業出版社

34 498 フ 働く人のこころのケア・ガイドブック　会社を休むときのQ＆A 福田　真也著 金剛出版

35 498 マ
丹田発声・呼吸法で医者要らず
52歳で折返し120歳で現役　若々しい身体と声をつくる

松井　和義著
小島　弘基監修

コスモ21

36 518 マ 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤　敏彦著 丸善出版

37 521 シ
首里城　歴史をひもとき写真で解説する「首里城のすべて」
報道写真集

沖縄タイムス社

38 538 ナ マンガでわかるドローン

名倉　真悟著
ドローン大学校編
深森　あき作画
トレンド・プロ制作

オーム社

39 588 ハ 発酵はおいしい！　イラストで読む世界の発酵食品
ferment　books
おの　みさ編著

パイインターナショナル

令和２年２月登録本（一般向き）
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40 593 タ 家事 かんたん、素敵手ぬいで着物リメイク　決定版 高橋　恵美子著 西東社

41 596 オ 家事 レンチンホットサラダ　電子レンジで1回加熱するだけ 小田　真規子著 文化学園文化出版局

42 596 ホ おもてなしが疲れる　いつもの料理で人を招く 本多　理恵子著 平凡社

43 629 ナ
キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア
無理しないでとことん愉しむ！

長澤　淨美著 農山漁村文化協会

44 726 カ まんが ひとりぐらしこそ我が人生 カマタ　ミワ著 KADOKAWA

45 726 カ ひとりぐらしも神レベル カマタ　ミワ著 カドカワ

46 726 カ まんが ひとりぐらしも極まれり カマタ　ミワ著 KADOKAWA

47 726 カ まんが ひとりぐらしもプロの域 カマタ　ミワ著 KADOKAWA

48 726 コ まんが あさひなぐ　３２ こざき　亜衣著 小学館

49 726 コ あさひなぐ　弱き物の武道　公式映画原作本 こざき　亜衣著 小学館

50 726 サ さくらももこ『ちびまる子ちゃん』を旅する 平凡社

51 726 モ まんが 村上春樹の「螢」・オーウェルの「一九八四年」
森泉　岳土マンガ
村上　春樹
ジョージ・オーウェル原作

河出書房新社

52 726 ヨ ものは言いよう
ヨシタケ　シンスケ著
ＭＯＥ編集部編

白泉社

53 754 ス 頭がよくなる魔法の折り紙あそび 杉之原　眞貴著 PHP研究所

54 763 パ パワーアップ吹奏楽！楽器のメンテナンス
ヤマハアトリエ東京
鷲見　精一
東　佳樹監修

ヤマハミュージックエンタテイ
ンメントホールディングス

55 764 サ クラシック音楽を10倍楽しむ魔境のオーケストラ入門 齋藤　真知亜著 ベストセラーズ

56 781 マ 骨ストレッチでスポーツ　しなやかに動けるからだへ 松村　卓著 阿部出版

57 789 オ 贈る言葉　なぎなた範士からのメッセージ 月刊「武道」編集部編 日本武道館発行
ベースボールマガジン発売

58 789 ト 私の歩んだなぎなたの道 徳永　千代子著 日本武道館発行
ベースボールマガジン発売

59 789 ナ なぎなたに夢を馳せて 長濱　文子著 日本武道館発行
ベースボールマガジン発売

60 809 ワ
どんなに緊張してもうまく話せる！
「言いたいこと」が思いどおりに伝わる話し方のコツ

渡辺　由佳著 日本実業出版社

61 814 ナ 五感にひびく日本語 中村　明著 青土社

62 913 ラク らくご絵巻　英語で読んでも面白い！日本の笑い話
もりた　はじめ編
はやかわ　ひらただ絵
ラルフ・マッカーシー訳

新泉社

63 918 カザ 火山地帯　第198号 立石　富生編 火山地帯社

64 929 ジゴ 地獄で温かい　バングラデシュ短編選集 丹羽　京子編訳 大同生命国際文化基金

65 929 ピル 復活祭前日　ゾヤ・ピールザード選集
ゾヤ・ピールザード著
藤元　優子編訳

大同生命国際文化基金

66 F アイ ｍｅｄｉｕｍ（メディウム）霊媒探偵城塚翡翠 相沢　沙呼著 講談社

67 F アマ なぎなた男子！！ 天沢　夏月著 カドカワ

68 F イシ 清く貧しく美しく 石田　衣良著 新潮社

69 F イマ 文庫 屍人荘の殺人 今村　昌弘著 東京創元社

70 F ウエ 梅と水仙 植松　三十里著 PHP研究所

71 F クサ オカシナ記念病院 久坂部　羊著 KADOKAWA

72 F クロ 家族パズル 黒田　研二著 講談社

73 F サカ 桜の森の満開の下
坂口　安吾著
しきみ絵

立東舎発行
リットーミュージック発売

74 F ササ 抵抗都市 佐々木　譲著 集英社

75 F サワ 稚児桜　能楽ものがたり 澤田　瞳子著 淡交社

76 F ナガ 風間教場 長岡　弘樹著 小学館

77 F ニシ 逢魔が刻（とき）　腕貫探偵リブート 西澤　保彦著 実業之日本社

78 F ハラ まずはこれ食べて 原田　ひ香著 双葉社

79 F ホシ 6 文庫 活版印刷三日月堂　〔６〕小さな折り紙 ほしお　さなえ著 ポプラ社

80 F モリ できない相談 森　絵都著 筑摩書房

81 F ヤマ リボンの男 山崎　ナオコーラ著 河出書房新社

82 F ユメ 死後の恋
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


