
№ 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 ク
Word　＆　Excel　2019やさしい教科書　Office　2019
／Office　365対応

国本　温子
門脇　香奈子著

SBクリエイティブ

2 131 ヤ
その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。　古代ロー
マの大賢人の教え

山本　貴光
吉川　浩満著

筑摩書房

3 160 ナ 新書 教養として学んでおきたい5大宗教 中村　圭志著 マイナビ出版

4 184 マ
おやすみ前の3分音読で嫌なことがスーッと消える
ほとけさまの話

松島　龍戒著 徳間書店

5 219 カ 郷土 鹿児島県史料集　第59集　通昭録（八） 鹿児島県立図書館

6 280 ホ
スゴ母列伝　いい母は天国に行ける　ワルい母はど
こへでも行ける

堀越　英美著 大和書房

7 281 ザ 残念な死に方事典 小和田　哲男監修 ワニブックス

8 288 フ 世界の国旗の「えっ！」 吹浦　忠正著 主婦の友社

9 290 サ リアルな今がわかる日本と世界の地理
砂崎　良著
井田　仁康監修
朝日新聞出版編集

朝日新聞出版

10 291 イ いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日
TABIZINE　PIE
International著

パイインターナショナ
ル

11 291 キ 旧国名でみる日本地図帳　お国アトラス 平凡社編 平凡社

12 291 ル 21 旅 るるぶこどもとあそぼ！九州　’２１ JTBパブリッシング

13 291 ル
るるぶ気軽に楽しむ！古代史の旅　邪馬台国から
平安時代まで

JTBパブリッシング

14 336 コ コミックでわかる稲盛和夫のリーダーシップ
稲盛　和夫監修
藤沢　涼生漫画
折田　哲嗣脚本

KADOKAWA

15 338 コ すみません、金利ってなんですか？ 小林　義崇著 サンマーク出版

16 366 カ 会社のきれいなやめ方　退職のプロが教えます！
弁護士による退職代
行サービス研究会著

自由国民社

17 366 ニ 日本の給料＆職業図鑑　決定版 給料BANK著 宝島社

18 366 ヒ
障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。　ソー
シャルファームという希望

姫路　まさのり著 新潮社

19 366 ホ 自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が解消する 星　賢人著 翔泳社

20 366 ミ 新書
ミッシングワーカーの衝撃　働くことを諦めた100万
人の中高年

NHKスペシャル取材
班著

NHK出版

21 369 オ 被災したあなたを助けるお金とくらしの話 岡本　正著 弘文堂

22 369 チ
地域で支える子どもの貧困　これからの地域連携の
課題と実践

南野　奈津子
結城　康博編集代表

ぎょうせい

23 369 ト YA 福祉業界で働く 戸田　恭子著 ぺりかん社

24 374 エ 先生も大変なんです　いまどきの学校と教師のホンネ 江澤　隆輔著 岩波書店

25 376 イ かわいい！たのしい！スケッチブックでシアターあそび 井上　明美編著
イシグロ　フミカイラスト

自由現代社（発売）

26 376 ガ YA 学コレ　大学学部案内学部コレクト
学研プラス編
けーしん絵

学研プラス

27 382 ホ カムイの世界　語り継がれるアイヌの心
堀内　みさ著
堀内　昭彦撮影

新潮社

28 386 カ 郷土 鹿児島野の民俗誌　母と子の四季 南日本新聞社編 南方新社

29 410 ナ
学校では絶対に教えてもらえない超ディープな算数
の教科書

難波　博之著 SBクリエイティブ

30 451 サ 文庫 散歩が楽しくなる空の手帳 森田　正光監修 東京書籍

31 470 カ 山野草図鑑　大きくて見やすい！比べてよくわかる！ 金田　洋一郎著 朝日新聞出版

32 493 ダ 大動脈瘤と大動脈解離がよくわかる本　イラスト版 大木　隆生監修 講談社

33 493 ニ 新書 睡眠障害　現代の国民病を科学の力で克服する 西野　精治著 KADOKAWA

34 494 タ 令和の時代、君たちの背骨は大丈夫か？ 田中　直史著 文芸社

35 498 カ
医者が教えるサウナの教科書　ビジネスエリートは
なぜ脳と体をサウナでととのえるのか？

加藤　容崇著 ダイヤモンド社

36 498 ジ 自分のこころとうまく付き合う方法
アリス・ジェームズ
ルーイ・ストウェル著
西川　知佐訳

東京書籍

37 499 マ
誰でもできる感染症対策！樹齢千年「桧・ひば精油」
で免疫力超アップ　自分の免疫力で守るしかない！

松井　和義著
小島　弘基監修

コスモ21

38 519 ウ
地球に住めなくなる日　「気候崩壊」の避けられない
真実

デイビッド・ウォレス・
ウェルズ著
藤井　留美訳

NHK出版

令和２年５月登録本（一般向き）
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令和２年５月登録本（一般向き）

39 547 ミ 最新図解で早わかり5Gがまるごとわかる本
水上　貴博
中村　邦明著

ソーテック社

40 591 キ
「マネーの達人」が教える老後のお金が増える手続
き事典

北山　秀輝著 アスコム

41 593 カ 家事 作ってみませんか新しい服 茅木　真知子著 文化学園文化出版局

42 627 ウ
もっと咲かせる園芸「コツ」の科学　育てることがうれ
しくなる

上田　善弘著 講談社

43 646 イ YA
生き物を育成する仕事　新版　養蜂業者　養殖漁業
者　馬の牧場スタッフ

　 ほるぷ出版

44 675 オ
会社のSNS担当になったらはじめに読む本　Twitter
Instagram　Facebook　LINE

落合　正和著
すばる舎リンケージ発行

すばる舎発売

45 751 サ 郷土 薩摩焼資料集　華麗なる薩摩焼の近代
鹿児島県歴史資料セン
ター黎明館企画・編集

深港　恭子執筆

明治維新150周年記念
黎明館企画特別展「華麗
なる薩摩焼」実行委員会

46 780 タ 一生勝負　マスターズ・オブ・ライフ 高橋　秀実著 文藝春秋

47 781 ナ
なぁさんの寝たまま座ったままストレッチ　ズボラさん
でもできる

なぁさん著 廣済堂出版

48 783 ス
バドミントン勝利につながる「体づくり」　競技力向上
トレーニング

吹田　真士著
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

49 783 ナ
流れを引き寄せる！バレーボールサーブ必勝のポ
イント50

オーカバレーボールク
ラブ監修

メイツユニバーサルコ
ンテンツ

50 786 ヤ 山のリスクマネジメント 山と溪谷社編 山と溪谷社

51 810 シ 新書 すばらしき日本語 清水　由美著 ポプラ社

52 911 シル シルバー川柳　千客万来編　笑いあり、しみじみあり
みやぎシルバーネット
河出書房新社編集部

河出書房新社

53 911 ヤマ 郷土 かごしま愛の言の葉2019 山下　久代著 ジャプラン

54 914 イシ 老いてこそ生き甲斐 石原　慎太郎著 幻冬舎

55 918 カザ 199 火山地帯　第199号 立石　富生編 火山地帯社

56 933 ノビ 1 銀をつむぐ者　上　氷の王国と魔法の銀
ナオミ・ノヴィク著
那波　かおり訳

静山社

57 933 ノビ 2 銀をつむぐ者　下　スターリクの王妃
ナオミ・ノヴィク著
那波　かおり訳

静山社

58 F アサ 1 流人道中記　上 浅田　次郎著 中央公論新社

59 F アサ 2 流人道中記　下 浅田　次郎著 中央公論新社

60 F イノ よその島 井上　荒野著 中央公論新社

61 F キタ 7 チンギス紀　７　虎落 北方　謙三著 集英社

62 F サク 春、死なん 紗倉　まな著 講談社

63 F ショ 三兄弟の僕らは 小路　幸也著 PHP研究所

64 F シン ダーク・ブルー 真保　裕一著 講談社

65 F タキ 女神のサラダ 瀧羽　麻子著 光文社

66 F チネ 十字架のカルテ　THE　PSYCHIATRIST 知念　実希人著 小学館

67 F ナカ 夜がどれほど暗くても 中山　七里著 角川春樹事務所

68 F ナギ 流浪の月 凪良　ゆう著 東京創元社

69 F ハラ 〈あの絵〉のまえで　A　Piece　of　Your　Life 原田　マハ著 幻冬舎

70 F ヒガ クスノキの番人 東野　圭吾著 実業之日本社

71 F ムラ 天下取 村木　嵐著 光文社

72 F ヤマ 小鳥、来る 山下　澄人著 中央公論新社


