
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（1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　＊

先生が本(おはなし)なんだね 伊藤 明美／著 小澤昔ばなし研究所 015.8/ｲ/

安西水丸さん、デザインを教えてください! 安西水丸装幀作品研究会／著 Hotchkiss 022.5/ｱ/

本の時間を届けます 篠賀 典子／著 洋泉社 024.8/ﾎ/

兵士のアイドル 押田 信子／著 旬報社 051.6/ｵ/

　＊　１００  哲学　＊

パブロフの犬　　（創元ビジュアル科学シリーズ） アダム・ハート=デイヴィス／著 創元社 140.2/ﾊ/

ゆずらない力 高見 綾／著 すばる舎 146.8/ﾀ/

大切なことはすべて日常のなかにある やました ひでこ／著 かんき出版 159/ﾔ/

リーダーの教養 佐々木 常夫／著 ポプラ社 159.4/ｻ/

最高のひとり時間　　（日経ホームマガジン） 日経BP社 159.6/ｻ/

私って、甘えてますか? 斗比主 閲子／著 総合法令出版 159.6/ﾄ/

すてきな靴が一歩ふみ出す自信をくれる 横田 真由子／[著] クロスメディア・パブリッシング 159.6/ﾖ/

宗教とジェンダーのポリティクス 川橋 範子／編 昭和堂 161/ｼ/

　＊　２００  歴史　＊

市川房枝の言説と活動　1893-1936 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/

コブのない駱駝 きたやま おさむ／著 岩波書店 289.1/ｷ/

82歳。明日は今日より幸せ 金 美齢／著 幻冬舎 289.2/ｷ/

　＊　３００  社会科学　＊

私たちの国づくりへ 西水 美恵子／著 英治出版 304/ﾆ/

末吉興一かく奮闘せり 市川 喜男／著 末吉 興一 318.2/ｲ/

仕事にも人生にも自信がもてる!女性管理職の教科書　　（DO BOOKS） 小川 由佳／著 同文舘出版 336.3/ｵ/

女性リーダー4.0 坂東 眞理子／著 毎日新聞出版 336.3/ﾊﾞ/

ずっと働ける会社 小酒部 さやか／著 花伝社 336.4/ｵ/

「介護離職ゼロ」の職場のつくりかた 社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング／著 翔泳社 336.4/ｼ/

現場で役立つ!セクハラ・パワハラと言わせない部下指導 鈴木 瑞穂／著 日本経済新聞出版社 336.4/ｽ/

あなたにいちばん似合う街 三浦 展／著 PHPエディターズ・グループ 365.3/ﾐ/

働き女子@台湾 蔡 ?頻／著 凱風社 366.3/ｻ/

あなたの仕事、感情労働ですよね? 関谷 大輝／著 花伝社 366.9/ｾ/

母性の研究 大日向 雅美／著 日本評論社 367.1/ｵ/

女子の生き様は顔に出る 河崎 環／著 プレジデント社 367.2/ｶ/



“私”を選択する女性心理 武田 圭太／著 学文社 367.2/ﾀ/

産まなくても、育てられます　　（健康ライブラリー スペシャル） 後藤 絵里／著 講談社 367.3/ｺﾞ/

介護殺人 毎日新聞大阪社会部取材班／著 新潮社 367.3/ﾏ/

はたらく人の結婚しない生き方 池田 園子／[著] クロスメディア・パブリッシング 367.4/ｲ/

みんなのためのLGBTI人権宣言 国連人権高等弁務官事務所／著 合同出版 367.9/ｺ/

現地レポート世界LGBT事情 フレデリック・マルテル／[著] 岩波書店 367.9/ﾏ/

山谷 ヤマの男 多田 裕美子／著 筑摩書房 368.2/ﾀ/

もう時効だから、すべて話そうか 一橋 文哉／著 小学館 368.6/ｲ/

災害と子ども支援 安部 芳絵／著 学文社 369.4/ｱ/

ネグレクトされた子どもへの支援 山本 智子／著 明石書店 369.4/ｱ/

子どもの貧困ハンドブック 松本 伊智朗／編著 かもがわ出版 369.4/ﾅ/

アクティブトランジション 舘野 泰一／編著 三省堂 377.9/ﾀ/

賢い子に育てる最高の勉強法 齋藤 孝／著 KADOKAWA 379.9/ｻ/

その叱り方、問題です!　　（暮らしニスタBOOKS） 菅原 ますみ／著 主婦の友社 379.9/ｽ/

近代日本学校制服図録 難波 知子／著 創元社 383.1/ﾅ/

　＊　４００  自然科学　＊

不安のメカニズム クレア・ウィークス／著 筑摩書房 493.7/ｳ/

こわばり女子のカラダほぐし大全 日比野 佐和子／監修 PHPエディターズ・グループ 498.3/ｺ/

本当は怖いデスクワーク 佐々木 さゆり／著 日本実業出版社 498.3/ｻ/

腸医が教えるこうすりゃ健康コンビニ飯 松生 恒夫／著 中央公論新社 498.5/ﾏ/

「糖質制限」が子供を救う nozomi／[著] 日本糖質制限医療推進協会 498.5/ﾐ/

　＊  ５００　技術　＊

世界の美しい教会 PIE BOOKS／編著 パイインターナショナル 526.1/ﾊﾟ/

いつも流行に左右されない服が着られる Hana／著 ダイヤモンド社 589.2/ﾊ/

仕事も家庭も楽しみたい!わたしがラクする家事時間　　（正しく暮らすシリーズ） Emi／著 ワニブックス 590/ｴ/

家のしごと 山本 ふみこ／著 ミシマ社 590.4/ﾔ/

いま、働く女子がやっておくべきお金のこと 中村 芳子／著 青春出版社 591/ﾅ/

40歳から「キレイ」と「オシャレ」始めました。 細川 貂々／著 幻冬舎 595/ﾎ/

“たった5分でかわいくなれる”働く女子のon offヘアアレンジBOOK 溝口 和也／著 東京書店 595.4/ﾐ/

手づくり健康酢バイブル 金丸 絵里加／著 主婦の友社 596/ｶ/

スープクレンズで始める#DetoxLife CLEANSING CAFE Daikanyama／著 主婦の友インフォス 596/ｸ/

登紀子ばぁばの70年つくり続けてきた私の味　　（NHKきょうの料理シリーズ） 鈴木 登紀子／著 NHK出版 596.2/ｽ/

新しい卵ドリル 松浦 達也／著 マガジンハウス 596.3/ﾏ/

本当に美味しいフライドポテトの教科書 丸山 久美／著 KADOKAWA 596.3/ﾏ/

重ねるだけでおいしいスコップケーキ 西山 朗子／著 池田書店 596.6/ﾆ/

かんたんおいしい型なしタルト 星野 奈々子／著 日東書院本社 596.6/ﾎ/

カスタードのおやつ 森崎 繭香／著 誠文堂新光社 596.6/ﾓ/



バットでつくるスクエアシフォンケーキ 吉川 文子／著 誠文堂新光社 596.6/ﾖ/

ママの心に寄りそう絵本たち 磯崎 園子／著 自由国民社 599.8/ｲ/

　＊  ６００　産業　＊

図書館ねこベイカー&テイラー ジャン・ラウチ／著 早川書房 645.7/ﾗ/

営業女子 太田 彩子／著 プレジデント社 673.3/ｵ/

接客の一流、二流、三流 七條 千恵美／著 明日香出版社 673.3/ｼ/

　＊　７００  芸術　＊

北九州文化連盟創立50周年記念史 北九州文化連盟／編集 北九州文化連盟 705/ｷ/

Aさんの場合。 やまもと りえ／著 祥伝社 726.1/ﾔ/

気持ちが伝わるゆるかわ虹色筆文字 たみの ともみ／著 日東書院本社 728/ﾀ/

ひとりじゃなかよ 西本 喜美子／著 飛鳥新社 748/ﾆ/

進化する男子アイドル 白河 桃子／著 ヨシモトブックス 767.8/ｼ/

　＊　8００  言語　＊

すべては書くことから始まる 坂東 眞理子／著 クロスメディア・パブリッシング 816/ﾊﾞ/

　＊　９００  文学　＊

昭和前期女性文学論 新・フェミニズム批評の会／編 翰林書房 910.2/ｼ/

信じる者はダマされる 中村 うさぎ／著 毎日新聞出版 914.6/ﾅ/

女たちが、なにか、おかしい 三砂 ちづる／著 ミシマ社 914.6/ﾐ/

それでも、産みたい 小林 裕美子／著 新潮社 916/ｺ/

プレイバック レイモンド・チャンドラー／著 早川書房 933.7/ﾁ/

「悪知恵」の逆襲 鹿島 茂／著 清流出版 951.5/ｶ/

　＊　Ｆ  小説　＊

満潮 朝倉 かすみ／著 光文社 F/ｱ/

あひる 今村 夏子／著 書肆侃侃房 F/ｲ/

四月になれば彼女は 川村 元気／著 文藝春秋 F/ｶ/

土の記　上 高村 薫／著 新潮社 F/ﾀ/1

土の記　下 高村 薫／著 新潮社 F/ﾀ/2

指鬘物語 田口 ランディ／著 春秋社 F/ﾀ/

クローバーナイト 日高 庸晴／著 光文社 F/ﾂ/

狩りの時代 津島 佑子／著 文藝春秋 F/ﾂ/

コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田 圭介／著 講談社 F/ﾊ/

三鬼　　（[三島屋変調百物語]） 宮部 みゆき／著 日本経済新聞出版社 F/ﾐ/

草花たちの静かな誓い 宮本 輝／著 集英社 F/ﾐ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

「母と子」という病　　（ちくま新書） 高橋 和巳／著 筑摩書房 G146.8/ﾀ/

出世のすすめ　　（角川新書） 佐々木 常夫／[著] KADOKAWA G159.4/ｻ/

日本女性の底力　　（講談社+α文庫） 白江 亜古／[著] 講談社 G281/ｼ/



機会不平等　　（岩波現代文庫 社会） 斎藤 貴男／著 岩波書店 G304/ｻ/

密着最高裁のしごと　　（岩波新書 新赤版） 川名 壮志／著 岩波書店 G327.1/ｶ/

「やさしさ」過剰社会　　（PHP新書） 榎本 博明／著 PHP研究所 G361.4/ｴ/

モテる構造　　（ちくま新書） 山田 昌弘／著 筑摩書房 G367.1/ﾔ/

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/

下流老人　続　　（朝日新書） 藤田 孝典／著 朝日新聞出版 G367.7/ﾌ/2

ゲイカップルに萌えたら迷惑ですか?　　（イースト新書Q） 牧村 朝子／[著] イースト・プレス G367.9/ﾏ/

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

サイコパス　　（文春新書） 中野 信子／著 文藝春秋 G493.7/ﾅ/

AV出演を強要された彼女たち　　（ちくま新書） 宮本 節子／著 筑摩書房 G778/ﾐ/

自伝的女流文壇史　　（講談社文芸文庫） 吉屋 信子／[著] 講談社 G910.2/ﾖ/

　＊　児童書　＊

超訳こども「アドラーの言葉」 齋藤 孝／著 KADOKAWA 140/ｱ/

池上彰のよくわかる世界の宗教　イスラム教 池上 彰／著 丸善出版 160/ｲ/

池上彰のよくわかる世界の宗教　アメリカの宗教 池上 彰／著 丸善出版 160/ｲ/

奈良時代のサバイバル　　（歴史漫画サバイバルシリーズ 日本史BOOK） 細雪 純／マンガ 朝日新聞出版 210/ﾁ/

宇宙を仕事にしよう!　　（14歳の世渡り術） 村沢 譲／著 河出書房新社 538/ﾑ/Z

えんとつ町のプペル にしの あきひろ／著 幻冬舎 726/ﾆ/Z

スター・ウォーズメモ折り紙　　（レディブティックシリーズ） いしばし なおこ／著 ブティック社 754/ｲ/

ハリー・ポッターと呪いの子　　（[「ハリー・ポッター」シリーズ]） J.K.ローリング／著 静山社 932/ﾊ/

スマート キム・スレイター／作 評論社 933/ｽ/

雪の女王 ハンス・クリスチャン・アンデルセン／原作 BL出版 949/ｱ/

　＊  絵本　＊

いのちのはな のぶみ／さく KADOKAWA E/イ/

大坂城　　（講談社の創作絵本） 青山 邦彦／作 講談社 E/ｵ/

くまくん、はるまでおやすみなさい ブリッタ・テッケントラップ／作・絵 徳間書店 E/ｸ/

さむがりペンギン コンスタンツェ・フォン・キッツィング／作 小学館 E/ｻ/

トムとジェリーをさがせ!どたばたハウスでおおあばれ　　（だいすき!トム&ジェリーわかったシリーズ） 竹熊 ゴオル／絵 河出書房新社 E/ﾄ/

なつみはなんにでもなれる ヨシタケ シンスケ／作・絵 PHP研究所 E/ﾅ/

ねこいるといいなあ　　（講談社の創作絵本） 佐野 洋子／作・絵 講談社 E/ﾈ/

ノラネコぐんだん そらをとぶ　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 E/ﾉ/

は・は・は　　（ことばのひろば） せな けいこ／さく・え 廣済堂あかつき E/ﾊ/

ふくはなにからできてるの? 佐藤 哲也／文 福音館書店 E/ﾌ/

やだやだパパやだ!　　（ほるぷ創作絵本） 天野 慶／文 ほるぷ出版 E/ﾔ/


