
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（3・4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　＊

調べるチカラ 野崎 篤志／著 日本経済新聞出版社 002.7/ﾉ/

　＊　１００  哲学　＊

愛する人を失ったときあなたに起こること 松家 かおり／著 日貿出版社 141.6/ﾏ/

女に生まれてよかった。と心から思える本 水島 広子／著 朝日新聞出版 143.5/ﾐ/

わたしを生きる知恵 河野 貴代美／著 三一書房 146.8/ｶ/

「私は自分が好き」と言うことから始めよう きい／著 大和出版 146.8/ｷ/

孤独を生きる言葉 松浦 弥太郎／著 河出書房新社 159/ﾏ/

女の一生、「幸せ」ってなんだ? 匹野 房子／[著] クロスメディア・パブリッシング 159.6/ﾋ/

伊勢志摩・熊野ご朱印めぐり旅乙女の寺社案内 とことこ巡りん倶楽部／著 メイツ出版 175.9/ﾄ/

　＊　２００  歴史　＊

るるぶ北九州市門司港レトロ　[2018]　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/18

　＊　３００  社会科学　＊

憲法ガール 大島 義則／著 法律文化社 323.1/ｵ/

働き方の問題地図 沢渡 あまね／著 技術評論社 336.4/ｻ/

病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい「制度」と「お金」 脇 美由紀／著 ビジネス教育出版社 364/ﾜ/

女性の職業のすべて　2019年版 女性の職業研究会／編 啓明書房 366.2/ｼﾞ/19

会社をやめてもいいですか? 杉本 透子／著 セブン&アイ出版 366.3/ｽ/

中国ジェンダー史研究入門 小浜 正子／編 京都大学学術出版会 367.2/ﾁ/

妻と夫の定年塾　6 西田 小夜子／著 中日新聞社 367.3/ﾆ/6

ある日突然、普通のママが子どものネットトラブルに青ざめる 長谷川 陽子／著 アイエス・エヌ株式会社コミュニティ・パブリッシング事業部 367.6/ﾊ/

誰も置き去りにしない社会へ 平松 知子／著 新日本出版社 368.2/ﾀﾞ/

対人援助職に効くストレスマネジメント 竹田 伸也／著 中央法規出版 369.1/ﾀ/

親子カフェのつくりかた 小山 訓久／著 学芸出版社 369.4/ｺ/

保育園は誰のもの　　（岩波ブックレット） 普光院 亜紀／著 岩波書店 369.4/ﾌ/B

思春期の育ちと高校教育 小野 善郎／著 福村出版 376.4/ｵ/

<しょうがい>と<セクシュアリティ>の相談と支援 木全 和巳／著 クリエイツかもがわ 378/ｷ/

水子供養 商品としての儀式 ヘレン・ハーデカー／著 明石書店 385.7/ﾊ/



　＊　４００  自然科学　＊

血流がすべて整う食べ方 堀江 昭佳／著 サンマーク出版 490.9/ﾎ/

疲れたら1日1分ワキをもむだけ Abeシスターズ／著 主婦の友社 492.7/ｱ/

虐待が脳を変える 友田 明美／著 新曜社 493.9/ﾄ/

がんが再発・転移した時、あなたは? 岩崎 瑞枝／編著 中央法規出版 494.5/ｶﾞ/

あなたも知らない女のカラダ 船曳 美也子／著 講談社 495/ﾌ/

オトナ女子あばれるカラダとのつきあい方 常喜 眞理／著 すばる舎 495.1/ｼﾞ/

毎月、新しい自分に生まれ変わる やまがた てるえ／著 大和書房 495.1/ﾔ/

「卵子の老化」と「高齢妊娠」の真実　　（健康ライブラリー スペシャル） 河野 美香／著 講談社 495.6/ｶ/

おとな女子のセルフ健康診断 内山 明好／監修 G.B. 498.3/ｵ/

マンガでスッキリ!疲れを取るなら脳を休めなさい 梶本 修身／著 永岡書店 498.3/ｶ/

　＊　５００  技術　＊

子育てしながら建築を仕事にする 成瀬 友梨／編著 学芸出版社 520.2/ﾅ/

リノベーションでつくるこだわりヴィンテージハウス　　（Come home!HOUSING） 主婦と生活社 527/ﾘ/

かわいい北欧　　（コミックエッセイの森） ナシエ／著 イースト・プレス 589/ﾅ/

レシピを見ないで作れるようになりましょう。 有元 葉子／著 SBクリエイティブ 596/ｱ/

パパ入門ガイド ファザーリング・ジャパン／著 池田書店 599/ﾌ/

　＊　７００  芸術　＊

文字に美はありや。 伊集院 静／著 文藝春秋 728.2/ｲ/

誰も教えてくれなかったマラソンフォームの基本 みやす のんき／著 カンゼン 782.3/ﾐ/

強く、しなやかな女性を育てる 石山 隆之／著 徳間書店 783.4/ｲ/

　＊　８００  言語　＊

広辞苑 新村 出／編 岩波書店 813.1/ｼ/

仕事で差がつく言葉の選び方 神垣 あゆみ／著 枻出版社 814/ｶ/

　＊　９００  文学　＊

あなたと短歌 永田 和宏／著 朝日新聞出版 911.1/ﾅ/

オンナの奥義 阿川 佐和子／著 文藝春秋 914.6/ｱ/

ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子／文 枻出版社 914.6/ｻ/

死にたい夜にかぎって 爪 切男／著 扶桑社 914.6/ﾂ/

永遠のおでかけ 益田 ミリ／著 毎日新聞出版 914.6/ﾏ/

ペコロスの母の忘れもの 岡野 雄一／著 朝日新聞出版 916/ｵ/

ファミリー・ライフ　　（CREST BOOKS） アキール・シャルマ／著 新潮社 933.7/ｼ/

　＊　Ｆ  小説　＊

百年泥 石井 遊佳／著 新潮社 F/ｲ/

1ミリの後悔もない、はずがない 一木 けい／著 新潮社 F/ｲ/



それ自体が奇跡 小野寺 史宜／著 講談社 F/ｵ/

新宿ナイチンゲール 小原 周子／著 講談社 F/ｵ/

モモコとうさぎ 大島 真寿美／著 KADOKAWA F/ｵ/

銀河鉄道の父 門井 慶喜／著 講談社 F/ｶ/

婚約迷走中　　（パンとスープとネコ日和） 群 ようこ／[著] 枻出版社 F/ﾑ/

私の頭が正常であったなら　　（幽BOOKS） 山白 朝子／著 KADOKAWA F/ﾔ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

愛と幻想のファシズム　上　　（講談社文庫） 村上 竜／[著] 講談社 GF/ﾑ/1

おひとりさまvs.ひとりの哲学　　（朝日新書） 山折 哲雄／著 朝日新聞出版 G114.2/ﾔ/

男性という孤独な存在　　（PHP新書） 橘木 俊詔／著 PHP研究所 G367.5/ﾀ/

孤独とセックス　　（扶桑社新書） 坂爪 真吾／著 扶桑社 G367.9/ｻ/

偽りのレベッカ　　（講談社文庫） アンナ・スヌクストラ／[著] 講談社 G933.7/ｽ/

　＊　児童書　＊

はじめての研究レポート作成術　　（岩波ジュニア新書） 沼崎 一郎／著 岩波書店 002/ﾇ/Z

こども武士道 齋藤 孝／監修 日本図書センター 156/ｺ/

君の悩みに答えよう 日本青年心理学会／企画 福村出版 159/ｷ/z

戦国合戦へタイムワープ　　（歴史漫画タイムワープシリーズ 日本史BOOK） トリル／マンガ 朝日新聞出版 210/ﾁ/

5分間のサバイバル　5年生　　（かがくるBOOK 科学クイズサバイバルシリーズ） 韓 賢東／マンガ 朝日新聞出版 404/ﾁ/

ぼくのママはアメリカにいるんだ ジャン・レニョ／著 本の雑誌社 726/ﾚ/z

怪談5分間の恐怖 立入禁止 中村 まさみ／著 金の星社 913/ﾅ/

　＊  絵本　＊

いろいろいろんなかぞくのほん メアリ・ホフマン／ぶん 少年写真新聞社 E/ｲ/

うちのウッチョパス のぶみ／さく KADOKAWA E/ｳ/

ヴァンピリーナはバレリーナ　　（講談社の翻訳絵本） アン・マリー・ペイス／文 講談社 E/ｳ/

おなじそらのしたで ブリッタ・テッケントラップ／作・絵 ひさかたチャイルド E/ｵ/

おやすみなさいのおともだち　　（講談社の翻訳絵本） ハインツ・ヤーニッシュ／作 講談社 E/ｵ/

スプーンちゃん　　（0.1.2.えほん） 小西 英子／さく 福音館書店 E/ｽ/ﾍﾞﾋﾞｰ

すずちゃんののうみそ 竹山 美奈子／文 岩崎書店 E/ｽ/

ママが10にん!? 天野 慶／文 ほるぷ出版 E/ﾏ/

まほうの絵本屋さん 小手鞠 るい／作 出版ワークス E/ﾏ/

みんなでたのしむまよいみち 安野 光雅／文・絵 福音館書店 E/ﾐ/

ムキムキだけじゃないぼくのきんにく　　（からだはすごいよ!） ミヤ ジュンコ／絵 少年写真新聞社 E/ﾑ/

もふもふあかちゃんパンダ　　（講談社の幼児えほん） 神戸 万知／写真・文 講談社 E/ﾓ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ラーメンこうばん ささき みお／作 アリス館 E/ﾗ/

わたしのおひっこし イヴ・バンティング／文 光村教育図書 E/ﾜ/


