
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（10月分)
※このリストの中には、新刊用本棚にない本もあります。

　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

　＊　０００  総記　＊

人間さまお断り ジェリー・カプラン／著 三省堂 007.1/ｶ/

私が選ぶ絵本100　　（momo book） マイルスタッフ／[編] マイルスタッフ 019.5/ﾏ/

　＊　１００  哲学　＊

習慣力 ヴィンセント・ディアリー／著 早川書房 141.7/ﾃﾞ/

性暴力被害者への支援 小西 聖子／編 誠信書房 146.8/ｾ/

不安遺伝子を抑えて心がすーっとラクになる本 山本 潤一／著 秀和システム 146.8/ﾔ/

生きているうちに。 ジョン・キム／著 サンマーク出版 159/ｼﾞ/

そうか!なるほど!!キリスト教 荒瀬 牧彦／監修 日本キリスト教団出版局 190/ｿ/

　＊　２００  歴史　＊

戦争と看護婦 川嶋 みどり／著 国書刊行会 210.7/ｾ/

「ホロコーストの記憶」を歩く 石岡 史子／著 子どもの未来社 234/ｲ/

城主になった女 井伊直虎 梓澤 要／著 NHK出版 289.1/ｲ/

15歳の被爆者 片田 珠美／著 彩流社 289.1/ｶ/

人はなぜ星を見上げるのか 内藤 誼人／著 新日本出版社 289.1/ﾀ/

カンパン夫人 長尾 博／著 白水社 289.3/ｹ/

世界の路地 七江 亜紀／著 パイインターナショナル 290.8/ﾊﾟ/

女社長、世界を翔る ポーラ・リッツォ／著 昭和精機 290.9/ﾌ/

るるぶ熊本応援版　　（るるぶ情報版 九州） 和田 秀樹／著 JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/

旅の賢人たちがつくったヨーロッパ旅行最強ナビ バーバラ・スタニー／著 辰巳出版 293/ﾔ/

図説英国ナショナル・トラスト　　（ふくろうの本） 関 哲行／著 河出書房新社 293.3/ｵ/

　＊　３００  社会科学　＊

THIS IS JAPAN 「旅ムック」編集部／著 太田出版 302.1/ﾌﾞ/

「憲法改正」に最低8年かける国 別冊宝島編集部／著 海象社 302.3/ｽ/

そして、アメリカは消える 落合 信彦／著 小学館 302.5/ｵ/

日の沈む国から 加藤 典洋／著 岩波書店 304/ｶ/

道徳感情はなぜ人を誤らせるのか 管賀 江留郎／著 洋泉社 327.6/ｶ/

マイペースでずっと働く!女子のひとり起業2年目の教科書　　（DO BOOKS A WOMAN'S ENTREPRENEURSHIP） 滝岡 幸子／著 同文舘出版 335/ﾀ/



私のStory アヴァンティ編集部／編著 アヴァンティ 335.1/ｱ/

明日、会社に行くのが楽しみになるお仕事のコツ事典 文響社編集部／編 文響社 336/ﾌﾞ/

英国式図解のアイデア マーク・エドワーズ／著 ダイヤモンド社 336.4/ｴ/

人を動かしてしまうすごい質問力 櫻井 弘／著 ワニブックス 336.4/ｻ/

絶対失敗しないワークスタイル変革　　（日経BPムック） 日経情報ストラテジー／編 日経BP社 336.5/ｾﾞ/

長女と嫁が相続でやるべき5つのこと 西原 崇／著 自由国民社 345.5/ﾆ/

ロールズと自由な社会のジェンダー 金野 美奈子／著 勁草書房 361.1/ｺ/

あおきみさんち、家を買う。 青木 美詠子／著 マイナビ出版 365.3/ｱ/

知識経済をジェンダー化する　　（現代社会政策のフロンティア） S.ウォルビー／[ほか]編著 ミネルヴァ書房 366.2/ﾁ/

キャリアウーマンたちの挑戦 イヴォンヌ・ツィーグラー／著 志學社 366.3/ﾂ/

予防・解決職場のパワハラセクハラメンタルヘルス 水谷 英夫／著 日本加除出版 366.3/ﾐ/

いのちの女たちへ 田中 美津／著 パンドラ 367.1/ﾀ/

現代イギリス女性運動史 今井 けい／著 ドメス出版 367.2/ｲ/

夢みる教養　　（河出ブックス） 小平 麻衣子／著 枻出版社 367.2/ｵ/

WOMEN EMPOWERMENT 100 ベッツィ・トイチュ／著 英治出版 367.2/ﾄ/

女性白書　2016 日本婦人団体連合会／編 ほるぷ出版 367.2/ﾆ/16

丸刈りにされた女たち　　（岩波現代全書） 藤森 晶子／著 枻出版社 367.2/ﾌ/

「人生案内」にみる女性の生き方 大日向 雅美／著 日本評論社 367.3/ｵ/

産後百人一首 渡辺 大地／著 自然食通信社 367.3/ﾜ/

りこんのこども 紫原 明子／著 マガジンハウス 367.4/ｼ/

広がるミサンドリー ポール・ナサンソン／著 彩流社 367.5/ﾋ/

「鬼畜」の家 石井 光太／著 新潮社 368.6/ｲ/

もしもテロにあったら、自分で自分の命を守る民間防衛マニュアル 武田 信彦／著 ウェッジ 368.6/ﾀ/

もしもごはん 今泉 マユ子／著 清流出版 369.3/ｲ/

地震イツモマニュアル 地震イツモプロジェクト／編 ポプラ社 369.3/ﾌﾟ/

子育て支援が日本を救う 柴田 悠／著 勁草書房 369.4/ｼ/

はい。赤ちゃん相談室、田尻です。　　（シリーズ・福祉と医療の現場から） 田尻 由貴子／著 ミネルヴァ書房 369.4/ﾀ/

子ども食堂をつくろう! 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク／編著 枻出版社 369.4/ﾄ/

崩壊するアメリカの公教育 鈴木 大裕／著 岩波書店 372.5/ｽ/

学校を取り戻せ! 堀尾 輝久／編 花伝社 373.1/ﾎ/

男性養護教諭がいる学校 川又 俊則／著 かもがわ出版 374.9/ｶ/

幼児の性自認 大滝 世津子／著 みらい 376.1/ｵ/

マンガじんぐるじゃむっ おおえだ けいこ／作 小学館 376.1/ｵ/

21世紀を生きる力 木村 泰子／著 水王舎 376.2/ｷ/

子どもの「いや」に困ったとき読む本 大河原 美以／著 大和書房 379.9/ｵ/



子どもの心の育てかた 佐々木 正美／著 河出書房新社 379.9/ｻ/

人間は9タイプ 坪田 信貴／著 KADOKAWA 379.9/ﾂ/

　＊　４００  自然科学　＊

地図化すると世の中が見えてくる 黒住 紗織／著 ベレ出版 448.9/ｲ/

日本の365日季節の道しるべ 日本気象協会／著 マガジンハウス 451/ﾆ/

気候変動で読む地球史　　（NHKブックス） 水野 一晴／著 NHK出版 451.8/ﾐ/

首の痛みと肩こりは自分で治せる 武藤 雅英／著 主婦の友社 493.6/ﾑ/

痩せ姫 エフ=宝泉薫／著 ベストセラーズ 493.7/ｴ/

転んでも、大丈夫　　（ポプラ社ノンフィクション 生きかた） 臼井 二美男／著 ポプラ社 494/ｳ/

すぐやる! 菅原 洋平／著 文響社 498.3/ｽ/

50歳から毒を出す女(ひと)ためる女(ひと) 蓮村 誠／著 PHP研究所 498.3/ﾊ/

美しい人は正しい食べ方を知っている 小倉 朋子／著 KADOKAWA 498.5/ｵ/

世界一やさしい!栄養素図鑑 牧野 直子／監修 新星出版社 498.5/ｾ/

　＊　５００  技術　＊

偽りの帝国 熊谷 徹／著 文藝春秋 537/ｸ/

一瞬で判断する力 若田 光一／著 日本実業出版社 538.9/ﾜ/

フィンランド人が教えるほんとうのシンプル モニカ・ルーッコネン／著 ダイヤモンド社 590/ﾙ/

3人子持ち働く母のモノを減らして家事や家計をラクにする方法 尾崎 友吏子／著 KADOKAWA 590.4/ｵ/

やめてみた。 わたなべ ぽん／著 幻冬舎 590.4/ﾜ/

カンタン!かぎ針編みアニマル大好き!エコたわし100　　（Asahi Original） アップルミンツ 594.3/ｶ/

nico…'sヘア・アレンジ・レッスン 溝口 和也／著 グラフィック社 595.4/ﾐ/

「揚げない」揚げもの 石原 洋子／著 日本文芸社 596/ｲ/

男めし入門　　（講談社のお料理BOOK） 高橋 さきの／著 講談社 596/ｶ/

California Breakfast Cook Book　vol.1　　（TOWNMOOK） Cal／責任編集 CLASSIX MEDIA 596/ｶ/

島マルシェ!　　（josei jisin books） ジェイブックス編集部／編著 光文社 596/ｺ/

ありがとう!料理上手のともだちレシピ 高橋 みどり／著 マガジンハウス 596/ﾀ/

ごちそうワンプレート 堤 人美／著 世界文化社 596/ﾂ/

ワタナベマキの31日分の定食カレンダー ワタナベ マキ／著 日本文芸社 596/ﾜ/

50代のロッカーが毎朝せっせとお弁当作ってるってかっこ悪いことかもしれないけれど 辻 仁成／著 主婦の友社 596.4/ﾂ/

キッシュトースト 川上 ミホ／著 文化学園文化出版局 596.6/ｶ/

　＊　６００  産業　＊

英語力0なのに海外営業部です　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） 竹内 絢香／著 KADOKAWA 670.9/ﾀ/

まんがでできる営業の見える化　　（Business Comic Series） 長尾 一洋／著 あさ出版 673.3/ﾅ/

未来食堂ができるまで 小林 せかい／著 小学館 673.9/ｺ/

広告は、社会を揺さぶった 脇田 直枝／著 宣伝会議 674.2/ﾜ/



「言葉にできる」は武器になる。 梅田 悟司／著 日本経済新聞出版社 674.3/ｳ/

　＊　７００  芸術　＊

新怖い絵 中野 京子／著 KADOKAWA 723/ﾅ/

ゲルダ・タロー ジェーン・ロゴイスカ／著 白水社 740.2/ﾛ/

かんたんおしゃれな実用雑貨折り紙　　（レディブティックシリーズ） 折居 和美／監修 ブティック社 754.9/ｶ/

幻の近代アイドル史　　（フィギュール彩） 笹山 敬輔／著 彩流社 779/ｻ/

　＊　８００  言語　＊

英語は絶対にできる 白石 真由／著 リンダパブリッシャーズ 830.7/ｼ/

7日間で突然、英語ペラペラになる本 安武内 ひろし／著 プレジデント社 837.8/ｱ/

　＊　９００  文学　＊

シルバー川柳　6 全国有料老人ホーム協会／編 ポプラ社 911.4/ｾﾞ/6

茨木のり子　　（KAWADE夢ムック） 河出書房新社 911.5/ｲ/

はじまりはひとつのことば 覚 和歌子／著 港の人 911.5/ｶ/

ぐーたら女の成功術 中園 ミホ／著 文藝春秋 912.7/ﾅ/

社会人としての言葉の流儀 川村 二郎／著 東京書籍 914.6/ｶ/

朝からスキャンダル 酒井 順子／著 講談社 914.6/ｻ/

洗えば使える泥名言 西原 理恵子／著 文藝春秋 914.6/ｻ/

〆切本 左右社編集部／編 左右社 914.6/ｻ/

洗礼ダイアリー 文月 悠光／著 ポプラ社 914.6/ﾌ/

まるまる、フルーツ　　（おいしい文藝） 青木 玉／[ほか]著 河出書房新社 914.6/ﾏ/

三浦綾子366のことば 三浦 綾子／著 日本キリスト教団出版局 914.6/ﾐ/

メメントモリ・ジャーニー メレ山 メレ子／著 亜紀書房 915.6/ﾒ/

ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう 岡野 雄一／著 小学館 916/ｵ/

ハイヒール革命 真境名 ナツキ／著 廣済堂出版 916/ﾏ/

SEVEN・セブン　　（現代アメリカ演劇叢書） ポーラ・シズマー／作 而立書房 932.7/ｼ/

あたらしい名前 ノヴァイオレット・ブラワヨ／著 早川書房 933.7/ﾌﾞ/

プーの細道にたった家　　（新潮モダン・クラシックス） A.A.ミルン／著 新潮社 933.7/ﾐ/

70歳の日記 メイ・サートン／[著] みすず書房 935.7/ｻ/

グリム童話のメタファー 野口 芳子／著 勁草書房 940.2/ﾉ/

アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G.イトゥルベ／著 集英社 963/ｲ/

サバイバー マルセーラ・ロアイサ／著 ころから 966/ﾛ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

ママとパパをえらんできたよ ROSSCO／著 ANDBOOK G152/ﾛ/

最下層女子校生　　（小学館新書） 橘 ジュン／著 小学館 G367.6/ﾀ/

「プチ虐待」の心理　　（青春新書INTELLIGENCE） 諸富 祥彦／著 青春出版社 G367.6/ﾓ/



ボランティアという病　　（宝島社新書） 朝日文庫編集部／編 宝島社 G369.3/ﾏ/

ルポ保健室　　（朝日新書） 秋山 千佳／著 朝日新聞出版 G374.9/ｱ/

紅茶と薔薇の日々　　（ちくま文庫） 森 茉莉／著 筑摩書房 G914.6/ﾓ/

　＊　Ｆ  小説　＊

何様 朝井 リョウ／著 新潮社 F/ｱ/

I love letter あさの あつこ／著 文藝春秋 F/ｱ/

アンマーとぼくら 有川 浩／著 講談社 F/ｱ/

よっつ屋根の下 大崎 梢／著 光文社 F/ｵ/

女子的生活 坂木 司／著 新潮社 F/ｻ/

東京會舘とわたし　下 辻村 深月／著 毎日新聞出版 F/ﾂ/2

私のスポットライト 林 真理子／著 ポプラ社 F/ﾊ/

人の樹 村田 喜代子／著 潮出版社 F/ﾑ/

みかづき 森 絵都／著 集英社 F/ﾓ/

　＊　児童書　＊

私が今日も、泳ぐ理由　　（スポーツノンフィクション） 金治 直美／文 学研プラス 289/ｲ/

ルイ・ブライユ　　（小学館版学習まんが人物館） 新井 隆広／まんが 小学館 289/ﾌﾞ/

ガザ 清田 明宏／著 ポプラ社 302/ｾ/

10代からの情報キャッチボール入門 下村 健一／著 岩波書店 361/ｼ/Z

LGBTなんでも聞いてみよう QWRC／著 子どもの未来社 367/ｸ/Z

しもばしら　　（ちしきのぽけっと） 細島 雅代／写真 岩崎書店 451/ｲ/

世界の恐竜MAP 土屋 健／文 エクスナレッジ 457/ﾂ/

子どものうちに知っておきたい!おしゃれ障害　　（健康ハッピーシリーズ） 岡村 理栄子／監著 少年写真新聞社 494/ｵ/

深海大探検!　　（楽しい調べ学習シリーズ） ワン・ステップ／編 PHP研究所 558/ﾜ/

マルの背中 岩瀬 成子／著 講談社 913/ｲ/

昔話法廷 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班／編 金の星社 913/ｲ/

リジェクション 佐藤 まどか／著 講談社 913/ｻ/Z

ハルとカナ ひこ・田中／作 講談社 913/ﾋ/

いい人ランキング 吉野 万理子／著 あすなろ書房 913/ﾖ/Z

13階だてのツリーハウス アンディ・グリフィス／作 ポプラ社 933/ｸﾞ/

ブーツをはいたキティのおはなし ビアトリクス・ポター／さく 静山社 933/ﾎﾟ/

　＊  絵本　＊

いたずらジャック 橋本 さやか／著 滋慶出版/つちや書店 E/ｲ/

いっしょにたべよう うめだ みさき／文・絵 文芸社 E/ｲ/

いたずらえほんがたべちゃった! リチャード・バーン／作 ブロンズ新社 E/ｲ/

うさぎマンション のはな はるか／作 くもん出版 E/ｳ/



かいものづくし　　（福音館の幼児絵本） いしだ えつ子／文 福音館書店 E/ｶ/

カレーライス　　（幼児絵本シリーズ） 小西 英子／さく 福音館書店 E/ｶ/

きりんのしりとり トキタ シオン／さく・え フジテレビKIDS E/ｷ/

こうさぎとほしのどうくつ わたり むつこ／作 のら書店 E/ｺ/

こねこのプーフー　3 アン・ハレンスレーベン／作 小学館 E/ｺ/

こねこのプーフー　2 アン・ハレンスレーベン／作 小学館 E/ｺ/

こねこのプーフー　1 アン・ハレンスレーベン／作 小学館 E/ｺ/

「ごめんなさい」がいっぱい　　（わたしのえほん） くすのき しげのり／作 PHP研究所 E/ｺﾞ/

サリバン先生とヘレン デボラ・ホプキンソン／文 光村教育図書 E/ｻ/

10ねこ 岩合 光昭／[作] 福音館書店 E/ｼﾞ/

てんこうせいはつばめくん こんの ひとみ／作 金の星社 E/ﾃ/

とりがいるよ 風木 一人／さく KADOKAWA E/ﾄ/

トヤのひっこし　　（世界傑作絵本シリーズ） イチンノロブ・ガンバートル／文 福音館書店 E/ﾄ/

どんぐりころちゃん　　（たんぽぽえほんシリーズ） 正高 もとこ／作・絵 鈴木出版 E/ﾄﾞ/

泣いた赤おに 浜田 広介／作 あすなろ書房 E/ﾅ/

ねんねこコトラ 中野 日出美／著 学研プラス E/ﾅ/

庭をつくろう! ゲルダ・ミューラー／作 あすなろ書房 E/ﾆ/

ひつじのショーン おもいでの木 アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E/ﾋ/

ひまなこなべ 萱野 茂／文 あすなろ書房 E/ﾋ/

ペネロペのたのしいハロウィン　　（ペネロペおはなしえほん） アン・グットマン／げんさく 岩崎書店 E/ﾍﾟ/

ママ!たいくつきゅうくつなんにもなーい! バーバラ・パーク／作 バベルプレス E/ﾏ/

みんなうれしいクリスマス マックス・ルカド／文 女子パウロ会 E/ﾐ/

夏のあらしとムーミントロール　　（ムーミンのおはなしえほん） トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E/ﾑ/

ゆびさきちゃんのだいぼうけん　　（コドモエのえほん） いわい としお／著 白泉社 E/ﾕ/

ラマダンのお月さま　　（エルくらぶ） ナイマ・B.ロバート／文 解放出版社 E/ﾗ/

ママのスマホになりたい のぶみ／さく WAVE出版 E/ﾜ/


