
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（11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　＊

古典について、冷静に考えてみました 逸身 喜一郎／編 岩波書店 002/ｺ/

ふせんの技100　　（エイムック） 舘神 龍彦／著 エイ出版社 002.7/ﾀ/

雑誌のデザイン　　（視覚伝達ラボ・シリーズ） 視覚伝達ラボ編集部／編 誠文堂新光社 021.4/ｻﾞ/

　＊　１００  哲学　＊

ゼロからはじめる心理学・入門　　（有斐閣ストゥディア） 金沢 創／著 有斐閣 140/ｶ/

いつも怒っている人もうまく怒れない人も図解アンガーマネジメント 戸田 久実／著 かんき出版 141.6/ﾄ/

悪癖の科学 リチャード・スティーヴンズ／[著] 紀伊國屋書店 141.7/ｽ/

図解察しない男説明しない女 五百田 達成／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 143.1/ｲ/

色はビジネスの武器になる 七江 亜紀／著 祥伝社 146.8/ﾅ/

なんとなく会社に行くだけの人生を送りたくないあなたへ。 渡邉 賢太郎／著 ポプラ社 159/ﾜ/

女は覚悟を決めなさい 黒川 伊保子／著 ポプラ社 159.6/ｸ/

近代日本のキリスト教と女子教育 キリスト教史学会／編 教文館 192.1/ｷ/

　＊　２００  歴史　＊

忘れてしまった高校の世界史をマンガで復習する本 祝田 秀全／原案・監修 KADOKAWA 209/ﾜ/

メイキング・オブ・アメリカ 阿部 珠理／著 彩流社 253/ｱ/

市川房枝の言説と活動　1951-1981 市川房枝研究会／編 市川房枝記念会女性と政治センター出版部 289.1/ｲ/

すごいお母さん、EUの大統領に会う 尾崎 美恵／著 文藝春秋 289.1/ｵ/

ファミリア創業者坂野惇子 中野 明／著 中央公論新社 289.1/ﾊﾞ/

台湾少女、洋裁に出会う 鄭 鴻生／著 紀伊國屋書店 289.2/ｼﾞ/

マリー・アントワネットの? 惣領 冬実／著 講談社 289.3/ﾏ/

なるほど世界地理 宇田川 勝司／著 ベレ出版 290.4/ｳ/

女子旅行プチセレブ　　（散歩の達人MOOK） 交通新聞社 291/ｼﾞ/

　＊　３００  社会科学　＊

限りなく完璧に近い人々 マイケル・ブース／著 KADOKAWA 302.3/ﾌﾞ/

未来がみえた! 筒井義信とチームみらい／編著 プレジデント社 318.6/ﾂ/

パートナーシップ・生活と制度　　（プロブレムQ&A） 杉浦 郁子／編著 緑風出版 324.6/ﾊﾟ/

だから数字にダマされる 小林 直樹／著 日経BP社 350.1/ｺ/

消極性デザイン宣言 栗原 一貴／著 ビー・エヌ・エヌ新社 361.4/ｸ/

ジェンダーステレオタイプ・パラドックス 潮村 公弘／著 丸善雄松堂 361.4/ｼ/



家族社会学 木下 謙治／監修 九州大学出版会 361.6/ｷ/

家族で地方移住、はじめました。 移住ライフ研究会／編 洋泉社 365.3/ｲ/

私は自分の仕事が大好き 鴨頭 嘉人／[編]著 かも出版 366.2/ｶ/

キャリア開発論 武石 恵美子／著 中央経済社 366.2/ﾀ/

キャリアと出産 大葉 ナナコ／著 河出書房新社 366.3/ｵ/

女性が活躍する社会の実現 エスムラルダ／著 中央経済社 366.3/ｶ/

個人型確定拠出年金iDeCo活用入門 竹川 美奈子／著 ダイヤモンド社 366.4/ﾀ/

あごら　第1巻 あごら九州／編 石風社 367.1/ｱ/1

あごら　第2巻 あごら九州／編 石風社 367.1/ｱ/2

あごら　第3巻 あごら九州／編 石風社 367.1/ｱ/3

男性的なもの/女性的なもの　2 筒井 功／著 明石書店 367.1/ｴ/2

概説ジェンダーと法 辻村 みよ子／著 信山社 367.1/ﾂ/

終わらないフェミニズム 日本ヴァージニア・ウルフ協会／編 研究社 367.2/ﾆ/

<ハイブリッドな親子>の社会学 望月 重信／著 青弓社 367.3/ﾉ/

男性問題から見る現代日本社会 池谷 壽夫／編 はるか書房 367.5/ｹﾞ/

されど“男”は愛おしい 齋藤 薫／著 講談社 367.5/ｻ/

なぜイギリス人は貯金500万円で幸せに暮らせるのか? 井形 慶子／著 講談社 367.7/ｲ/

同性婚だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団／編 明石書店 367.9/ﾄﾞ/

Xジェンダーって何? 小平 陽一／著 緑風出版 367.9/ﾗ/

少女たちの裏稼業 石原 行雄／著 彩図社 368.4/ｲ/

絆って言うな! 渋井 哲也／著 皓星社 369.3/ｼ/

不登校に、なりたくてなる子はいない。 上野 良樹／著 ぶどう社 371.4/ｳ/

子どもと関わる人のためのアンガーマネジメント 小山 浩子／著 合同出版 374.3/ｺ/

発達障害のある子の父親ストーリー アスペ・エルデの会／編 明治図書出版 378/ｱ/

発達障害の子がぐーんと伸びる心と体の育て方 やまもと まゆみ／著 大和書房 378/ﾔ/

就活・就労のための手話でわかるビジネスマナー 竹村 茂／著 ジアース教育新社 378.2/ﾀ/

誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース／著 イラスト 枻出版社 388.8/ｻ/

　＊　４００  自然科学　＊

サンゴ 山城 秀之／著 成山堂書店 483.3/ﾔ/

もう、人づき合いで悩まない技術 柿木 隆介／著 扶桑社 491.3/ｶ/

看護のアジェンダ 井部 俊子／著 医学書院 492.9/ｲ/

乳がんと生きる 毎日新聞生活報道部／著 毎日新聞出版 495.4/ﾏ/

呼吸がすべて　　（ORANGE PAGE MOOK） 平賀 恭子／著 オレンジページ 498.3/ﾋ/

91歳、現役料理家の命のレシピ 城戸崎 愛／著 マガジンハウス 498.5/ｷ/

　＊　５００  技術　＊

ママと若者の起業が変えたドイツの自然エネルギー 海南 友子／著 高文研 501.6/ｶ/



小さな家のつくり方 大塚 泰子／著 草思社 527/ｵ/

冷え冷えさんのためのぽかぽかお洒落スタイル クラリネ「温め部」／編 宝島社 589.2/ｸ/

その靴、痛くないですか? 西村 泰紀／著 飛鳥新社 589.2/ﾆ/

服は、あなた。 政近 準子／著 マイナビ出版 589.2/ﾏ/

生活と家族 佐藤 真弓／著 一藝社 590/ｻ/

毎日を楽しむ捨てない暮らし 松場 登美／著 家の光協会 590.4/ﾏ/

31人の編みものLife 日本ヴォーグ社 594.3/ﾆ/

ニットマルシェ　vol.21(2016秋/冬)　　（Heart Warming Life Series） 日本ヴォーグ社 594.3/ﾆ/

ミーハー美容 新見 千晶／著 主婦の友社 595/ﾆ/

「めんどくさい」がなくなる台所 足立 洋子／著 SBクリエイティブ 596/ｱ/

狭くても、料理が楽しい台所のつくり方 後藤 由紀子／著 日本文芸社 596/ｺﾞ/

「留守番めし」の作りおき 牧野 直子／著 文化学園文化出版局 596/ﾏ/

クリトモのさかな道 栗原 友／著 朝日新聞出版 596.3/ｸ/

持ちよりゴハン ダンノ マリコ／著 学研プラス 596.4/ﾀﾞ/

白崎茶会のあたらしいおやつ 白崎 裕子／著 マガジンハウス 596.6/ｼ/

ボウルひとつで作れるこねないパン　　（LOVELY BAKED CONFECTIONERY CARRIES HAPPINESS TO OUR LIFE） 真藤 舞衣子／著 主婦と生活社 596.6/ｼ/

ケーキイッチ 日本サンドイッチ協会／著 パルコエンタテインメント事業部 596.6/ﾆ/

マグカップケーキ 本間 節子／著 主婦の友社 596.6/ﾎ/

菜食菓子店 ミトラカルナ／著 グラフィック社 596.6/ﾐ/

育ジージがやってくる 菅谷 洋司／著 東方出版 599/ｽ/

子育て奮闘中の母ちゃんドクターが書いた『男の子ママ』の悩みをぶっとばす言葉 須藤 暁子／著 KADOKAWA 599/ｽ/

男親が賢く元気な子を育てる 能登 春男／著 さくら舎 599/ﾉ/

　＊　６００  産業　＊

クレオ ヘレン・ブラウン／著 エイアンドエフ 645.7/ﾌﾞ/

売れる!楽しい!「手書きPOP」のつくり方　　（DO BOOKS） 増澤 美沙緒／著 同文舘出版 674.5/ﾏ/

　＊　７００  芸術　＊

理系パパ 高世 えり子／著 マイナビ出版 726.1/ﾀ/

もう楽しいことしかしたくないから、イケメンに会いに行った。 村山 由佳／著 ぶんか社 726.1/ﾀ/

かわいく描ける北欧パターンイラスト 朴 英美／著 西東社 726.5/ﾊﾟ/

ディズニー黄金期の幻のアート作品集　　（THEY DRAW AS THEY PLEASED） ディディエ・ゲズ／著 CLASSIX MEDIA 778.7/ｹﾞ/

これからの家族の話をしよう 小島 慶子／著 海竜社 779.9/ｺ/

データでみるスポーツとジェンダー 宮下 奈都／著 八千代出版 780/ﾆ/

あきらめないランニング　　（大人の自由時間mini やりたいときが、始めどき!） 白方 健一／著 技術評論社 782/ｼ/

井村雅代コーチの結果を出す力 井村 雅代／著 PHP研究所 785.2/ｲ/

井村雅代 不屈の魂 川名 紀美／著 河出書房新社 785.2/ｲ/

水泳のきれいなカラダをつくる　　（大人の自由時間mini やりたいときが、始めどき!） 高橋 雄介／著 技術評論社 785.2/ﾀ/



　＊　８００  言語　＊

超一流の雑談力　超・実践編 安田 正／著 文響社 809.2/ﾔ/

相手の気持ちをグッとつかむ書き方の極意 齋藤 孝／著 東京堂出版 816.6/ｻ/

頑張らない英単語記憶法 西澤 ロイ／著 あさ出版 834/ﾆ/

　＊　９００  文学　＊

ゲイの可視化を読む 黒岩 裕市／著 晃洋書房 910.2/ｸ/

宮尾登美子遅咲きの人生 大島 信三／著 芙蓉書房出版 910.2/ﾐ/

ドナルド・キーン著作集　第14巻 ドナルド・キーン／著 新潮社 910.8/ｷ/14

生きづらい世を生き抜く作法 雨宮 処凛／著 あけび書房 914.6/ｱ/

愛と欲望の雑談　　（コーヒーと一冊） 雨宮 まみ／著 ミシマ社京都オフィス 914.6/ｱ/

私の「貧乏物語」 岩波書店編集部／編 岩波書店 914.6/ｲ/

ただ生きていく、それだけで素晴らしい 五木 寛之／著 PHP研究所 914.6/ｲ/

ある夜のダリア 内館 牧子／著 潮出版社 914.6/ｳ/

なんでわざわざ中年体育 角田 光代／著 文藝春秋 914.6/ｶ/

世界クッキー 川上 未映子／著 文藝春秋 914.6/ｶ/

鬱屈精神科医、占いにすがる 春日 武彦／著 太田出版 914.6/ｶ/

「父」という異性(ひと) 下重 暁子／著 青萠堂 914.6/ｼ/

レモンパイはメレンゲの彼方へ もとした いづみ／著 ホーム社 914.6/ﾓ/

下北沢について 吉本 ばなな／著 幻冬舎 914.6/ﾖ/

現代アイルランド女性作家短編集 エドナ・オブライアン／著 新水社 933.7/ｹﾞ/

愛は戦渦を駆け抜けて リンジー・アダリオ／著 KADOKAWA 936/ｱ/

米国人博士、大阪で主婦になる。　　（亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ） トレイシー・スレイター／著 亜紀書房 936/ｽ/

厚生労働白書　平成28年版 厚生労働省／編 日経印刷 C58/ｺ/16

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

新聞力　　（ちくまプリマー新書） 齋藤 孝／著 筑摩書房 G070/ｻ/

すぐ感情的になる人　　（PHP新書） 片田 珠美／著 PHP研究所 G141.6/ｶ/

考えない練習　　（小学館文庫） 小池　龍之介／著 小学館 G184/ｺ/

ヒトラーとナチ・ドイツ　　（講談社現代新書） 石田 勇治／著 講談社 G234/ｲ/

武器としての人口減社会　　（光文社新書） 村上 由美子／著 光文社 G302.1/ﾑ/

新・リーダー論　　（文春新書） 池上 彰／著 文藝春秋 G304/ｲ/

女性政治家のリアル　　（イースト新書） 塩村 あやか／著 イースト・プレス G318.2/ｼ/

古市くん、社会学を学び直しなさい!!　　（光文社新書） 古市 憲寿／著 光文社 G361/ﾌ/

フランスはどう少子化を克服したか　　（新潮新書） 高崎 順子／著 新潮社 G364.1/ﾀ/

ルポ貧困女子　　（岩波新書 新赤版） 飯島 裕子／著 岩波書店 G367.2/ｲ/

男という名の絶望　　（幻冬舎新書） 奥田 祥子／著 幻冬舎 G367.5/ｵ/

非モテの品格　　（集英社新書） 杉田 俊介／著 集英社 G367.5/ｽ/

難民問題　　（中公新書） 墓田 桂／著 中央公論新社 G369.3/ﾊ/



告発児童相談所が子供を殺す　　（文春新書） 山脇 由貴子／著 文藝春秋 G369.4/ﾔ/

寿命を10年延ばす「乳がん専門医」の教え　　（中公新書ラクレ） 竹原 めぐみ／著 中央公論新社 G495.4/ﾀ/

寿命を10年延ばす「乳がん専門医」の教え　　（中公新書ラクレ） 竹原 めぐみ／著 中央公論新社 G495.4/ﾀ/

眼科医は市販の目薬をささない　　（健康人新書） 林田 康隆／著 廣済堂出版 G496/ﾊ/

「兆し」をとらえる　　（角川新書） 野口 雄史／[著] KADOKAWA G699.6/ﾉ/

言わなかった言わなかった　　（幻冬舎文庫） 内館 牧子／[著] 幻冬舎 G914.6/ｳ/

２分間ミステリ　　（ハヤカワ・ミステリ文庫） 新津 春子／著 早川書房 G933.7/ｿ/

真実の瞬間　　（角川文庫） 笠井 亮平／著 エイ出版社 GF/ｱ/

5分で凍る!ぞっとする怖い話　　（宝島社文庫） 『このミステリーがすごい!』編集部／編 宝島社 GF/ｺ/

　＊　Ｆ  小説　＊

蜜蜂と遠雷 恩田 陸／著 幻冬舎 F/ｵ/

ヴィジョンズ 宮部 みゆき／著 講談社 F/ｵ/

あなたのゼイ肉、落とします 垣谷 美雨／著 双葉社 F/ｶ/

氷の轍 桜木 紫乃／著 小学館 F/ｻ/

オライオン飛行 高樹 のぶ子／著 講談社 F/ﾀ/

世界一ありふれた答え 谷川 直子／著 河出書房新社 F/ﾀ/

浮遊霊ブラジル 津村 記久子／著 文藝春秋 F/ﾂ/

まことの華姫 畠中 恵／著 KADOKAWA F/ﾊ/

中島ハルコはまだ懲りてない! 林 真理子／著 文藝春秋 F/ﾊ/

神様に一番近い動物 水野 敬也／[著] 文響社 F/ﾐ/

梅もどき 諸田 玲子／著 KADOKAWA F/ﾓ/

手のひらの京(みやこ) 綿矢 りさ／著 新潮社 F/ﾜ/

　＊　児童書　＊

ビジネスマンの私から13歳の君に贈る人生の言葉 佐々木 常夫／著 海竜社 159/ｻ/Z

都道府県のかたちを絵でおぼえる本 造事務所／編 実務教育出版 291/ﾄ/

玉の図鑑 森戸 祐幸／監修 学研教育出版 404/ﾀ/

十一月の扉 高楼 方子／著 福音館書店 913/ﾀ/

ココの詩 高楼 方子／作 福音館書店 913/ﾀ/

時計坂の家 高楼 方子／著 福音館書店 913/ﾀ/

フラダン　　（Sunnyside Books） 古内 一絵／作 小峰書店 913/ﾌ/Z

　＊  絵本　＊

おやしきへいく　　（講談社の創作絵本） 庄野 ナホコ／作 講談社 E/ｵ/

きつねのがっこう　　（講談社の創作絵本） いもと ようこ／作 講談社 E/ｷ/

くつしたしろくん　　（たんぽぽえほんシリーズ） ザ・キャビンカンパニー／作・絵 鈴木出版 E/ｻｸ/

1001のモンスターをさがせ! ジリアン・ドハーティ／作 PHP研究所 E/ｾ/

世界の難民の子どもたち　2 難民を助ける会／監修 ゆまに書房 E/ｾ/

世界の難民の子どもたち　1 難民を助ける会／監修 ゆまに書房 E/ｾ/



パンダともだちたいそう　　（講談社の幼児えほん） いりやま さとし／作 講談社 E/ﾊﾟ/

ふしぎな国のおともだち　　（すずのねえほん） 江口 みつおき／文・絵 銀の鈴社 E/ﾌ/

ふって!ふって!バニー クラウディア・ルエダ／さく フレーベル館 E/ﾌ/

ムーミンやしきへようこそ トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E/ﾑ/

もうあかん! 岡田 よしたか／作 学研プラス E/ﾓ/

もみの木のねがい　　（日本傑作絵本シリーズ） エステル・ブライヤー／再話 福音館書店 E/ﾓ/

ヤカブがみつけたもの ダニエル・アンドラーシュ／作 絵 ワールドライブラリー E/ﾔ/


