
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（12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　＊

7日間で成果に変わるアウトプット読書術 小川 仁志／著 リベラル社 019.1/ｵ/

私をリーダーに導いた250冊 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 019.9/ｱ/

報道の自己規制 上出 義樹／著 リベルタ出版 070.1/ｶ/

　＊　１００  哲学　＊

虐待・DV・トラウマにさらされた親子への支援 アリシア・F.リーバマン／著 日本評論社 146.8/ﾘ/

次の時代を、先に生きる。 高坂 勝／著 ワニブックス 159/ｺ/

すぐ動くのはやめなさい 佐々木 常夫／著 青春出版社 159.4/ｻ/

整える 枡野 俊明／著 KADOKAWA 188.8/ﾏ/

超図解一番わかりやすいキリスト教入門 月本 昭男／監修 東洋経済新報社 190/ｲ/

　＊　２００  歴史　＊

世界史MAPS DK社／編 主婦と生活社 209/ｾ/

本当はブラックな江戸時代 永井 義男／著 辰巳出版 210.5/ﾅ/

こんな生き方 女性100名山 木全 ミツ／編 桜美林大学北東アジア総合研究所 281/ｷ/

飾らず、偽らず、欺かず 片田 珠美／著 岩波書店 289.1/ｶ/

不登校の女子高生が日本トップクラスの同時通訳者になれた理由(わけ) 内藤 誼人／著 KADOKAWA 289.1/ﾀ/

世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカ日本人へ贈る言葉 長尾 博／著 双葉社 289.3/ﾑ/

　＊　３００  社会科学　＊

あなたは加害者?それとも被害者? 七江 亜紀／著 関西大学出版部 320/ｱ/

女性人材の活躍　2016 ポーラ・リッツォ／著 日本生産性本部労働情報センター 336.4/ﾆ/16

アイスブレイクベスト50 和田 秀樹／著 ほんの森出版 361.4/ｱ/

現代貧乏物語 バーバラ・スタニー／著 弘文堂 361.8/ﾊ/

フェミ私史ノート 関 哲行／著 インパクト出版会 367.2/ｱ/

現代中国のジェンダー・ポリティクス 「旅ムック」編集部／著 勉誠出版 367.2/ｹﾞ/

そして<彼>は<彼女>になった 別冊宝島編集部／著 集英社インターナショナル 367.3/ﾎ/

保育士、看護師、介護士など女性が活躍する 人材不足の職場を、働きたい職場に変える方法 森 章浩／著 マガジンランド 369.4/ﾓ/

いまこそ共感力! 大和久 勝／著 新日本出版社 371.4/ｵ/

教師の声を聴く 浅井 幸子／編著 学文社 374.3/ｷ/



こどものみかた春夏秋冬　　（母の友の本） 柴田 愛子／著 福音館書店 376.1/ｼ/

発達障害の子の子育て相談　5 伊藤 修毅／編 本の種出版 378/ﾆ/

SKIP終結宣言-私たちNPOを解散します SKIP編集委員会／編著 風媒社 379.4/ｽ/

抱きしめよう、わが子のぜんぶ 佐々木　正美／著 大和出版 379.9/ｻ/

考える力を育てる子どもの「なぜ」の答え方 向谷 匡史／著 左右社 379.9/ﾑ/

海女をたずねて　　（漁村異聞） 川口 祐二／著 ドメス出版 384.3/ｶ/

心から喜んでもらえる贈りもののマナー 冨田 いずみ／著 高橋書店 385.9/ﾄ/

　＊　４００  自然科学　＊

短歌を詠む科学者たち 松村 由利子／著 春秋社 402.1/ﾏ/

生物学の哲学入門 森元 良太／著 勁草書房 461.1/ﾓ/

シマエナガちゃん 小原 玲／著 講談社ビーシー 488.9/ｵ/

すずめ日誌 熊谷 勝／著 青菁社 488.9/ｸ/

老衰死 NHKスペシャル取材班／著 講談社 490.1/ﾆ/

本当にすごい冷えとり百科　　（ORANGE PAGE MOOK） オレンジページ 493.1/ﾎ/

鈍感な世界に生きる敏感な人たち イルセ・サン／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 493.7/ｻ/

ASD<アスペルガー症候群>、ADHD、LD女の子の発達障害 宮尾 益知／監修 枻出版社 493.9/ｴ/

「ぼんやり」が脳を整理する 菅原 洋平／著 大和書房 498.3/ｽ/

　＊　５００  技術　＊

奇跡の醤 竹内 早希子／著 祥伝社 588.6/ﾀ/

楽しく、貯まる「づんの家計簿」書きたくなるお金ノート づん／著 枻出版社 591.8/ｽﾞ/

夕方5時からお酒とごはん 伊藤 まさこ／著 PHPエディターズ・グループ 596/ｲ/

一汁一菜でよいという提案 土井 善晴／著 グラフィック社 596/ﾄﾞ/

スープごはんと煮込みごはん　　（エイムック ei cooking） 紫原 明子／著 枻出版社 596.3/ﾎ/

　＊　６００  産業　＊

ちいさな盆栽　　（ブティック・ムック） 砂森 聡／著 ブティック社 627.8/ｽ/

世界のインコ 磯崎 哲也／監修 ラトルズ 646.8/ｲ/

　＊　７００  芸術　＊

正倉院宝物　　（とんぼの本） 杉本 一樹／著 新潮社 702.1/ｽ/

天才たちの日課 メイソン・カリー／著 フィルムアート社 702.8/ｶ/

仏を彫る 高井 そう玄／著 海鳥社 718.3/ﾀ/

かわいい消しゴムはんこ mogerin／著 朝日新聞出版 736/ﾓ/

スポーツを楽しむための栄養・食事計画 川野 因／編著 光生館 780.1/ｶ/

希望をくれた人 宮崎 恵理／著 枻出版社 780.2/ﾐ/

　＊　８００  言語　＊

サイのものがたり 白川 静／著 平凡社 821.2/ｼ/



　＊　９００  文学　＊

会いたい人 福間 健二／著 思潮社 911.5/ﾌ/

賢女の極意 林 真理子／著 文藝春秋 914.6/ﾊ/

傷を愛せるか 宮地 尚子／著 大月書店 914.6/ﾐ/

キミはボク 福島 茂／著 文屋 916/ﾌ/

ジュリエット　　（CREST BOOKS） アリス・マンロー／著 新潮社 933.7/ﾏ/

　＊　Ｆ  小説　＊

我ら荒野の七重奏(セプテット) 加納 朋子／著 集英社 F/ｶ/

恋のゴンドラ 東野 圭吾／著 実業之日本社 F/ﾋ/

校閲ガール トルネード 宮木 あや子／著 KADOKAWA F/ﾐ/

夜行 黒住 紗織／著 小学館 F/ﾓ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

すぐ忘れる男決して忘れない女　　（朝日文庫） マリアン・レガト／著 朝日新聞出版 G143.1/ﾚ/

近代日本を創った7人の女性　　（PHP文庫） 長尾 剛／著 PHP研究所 G281/ﾅ/

毎日同じ服を着るのがおしゃれな時代　　（光文社新書） 朝日文庫編集部／編 光文社 G304/ﾐ/

大人のコミュニケーション術　　（光文社新書） 辛酸 なめ子／著 光文社 G914.6/ｼ/

本日は、お日柄もよく　　（徳間文庫） 原田 マハ／著 徳間書店 GF/ﾊ/

北九州市の図書館　平成28年 北九州市立中央図書館 A275.1/ｷ/16

　＊　児童書　＊

自分で考えよう ペーテル・エクベリ／作 晶文社 130/ｴ/

人がいじわるをする理由はなに?　　（10代の哲学さんぽ） ドゥニ・カンブシュネ／文 岩崎書店 150/ｶ/

野の花　　（Rikuyosha Children & YA Books 図説知っておきたい!スポット50） カミラ・ド・ラ・ベドワイエール／著 六耀社 470/ﾄﾞ/

オムライスのたまご　　（たべもののおはなしシリーズ） 森 絵都／作 講談社 913/ﾓ/

レイン　　（Sunnyside Books） アン・M.マーティン／作 小峰書店 933.7/ﾏ/Z

　＊  絵本　＊

あくしゅかい 村上 しいこ／文 BL出版 E/ｱ/

あいってなに? マットかずこ／作 理論社 E/ｱ/

おとうさんねずみのクリスマスイブ クレメント・C.ムーア／げんさく 瑞雲舎 E/ｵ/

おとうさんのクリスマスプレゼント スギヤマ カナヨ／著 赤ちゃんとママ社 E/ｵ/

かがみのサーカス　　（かがみのえほん） わたなべ ちなつ／さく 福音館書店 E/ｶ/

かまくらレストラン 真珠 まりこ／さく・え 教育画劇 E/ｶ/

きょうりゅうどーん 尾崎 友吏子／著 絵本館 E/ｷ/

こねこのプーフー　4 アン・ハレンスレーベン／作 小学館 E/ｺ/

これはすいへいせん 谷川 俊太郎／ぶん 金の星社 E/ｺ/

サンタさんまだかな ももろ／さく あかね書房 E/ｻ/



しろくまのそだてかた うつみ のりこ／著 飛鳥新社 E/ｼ/

十二支のおもちつき 高橋 さきの／著 童心社 E/ｼﾞ/

どうぶつたちのクリスマスツリー ジャン・ウォール／さく 好学社 E/ﾄﾞ/

のんびりやのサンタクロース 山田 マチ／作 あかね書房 E/ﾉ/

バンビと小鳥　　（ポプラ社の絵本） 樋上 公実子／作 ポプラ社 E/ﾊﾞ/

パン屋のイーストン 巣山 ひろみ／文 出版ワークス E/ﾊﾟ/

ふたりはバレリーナ バーバラ・マクリントック／作 ほるぷ出版 E/ﾌ/

ペネロペゆきあそびをする　　（ペネロペおはなしえほん） アン・グットマン／ぶん 岩崎書店 E/ﾍﾟ/

ほげちゃんとこいぬのペロ やぎ たみこ／作 偕成社 E/ﾎ/

ぼくのいいとこ スティーヴ・メツガー／ぶん 少年写真新聞社 E/ﾎﾞ/

まめまめくん デヴィッド・カリ／文 あすなろ書房 E/ﾏ/

みんなでクリスマス　　（みんなのきょうしつ） ヒラリー・ロビンソン／文 絵本塾出版 E/ﾐ/

耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン／文 光村教育図書 E/ﾐ/

モモンガのはいたつやさんとクリスマスのおとしもの ふくざわ ゆみこ／著 文溪堂 E/ﾓ/


