
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（5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　＊

仕事の能率を上げる最強最速のスマホ&パソコン活用術 石川 温／著 朝日新聞出版 007.5/ｲ/

世界一やさしい読書習慣定着メソッド 印南 敦史／著 大和書房 019.1/ｲ/

「週刊文春」編集長の仕事術 新谷 学／著 ダイヤモンド社 051.6/ｼ/

an・anの嘘 酒井 順子／著 マガジンハウス 051.7/ｻ/

　＊　１００  哲学　＊

ケアする人も楽になる認知行動療法入門　ＢＯＯＫ１ 伊藤　絵美／著 医学書院 146.8/ｲ/1

夢が叶う金運お作法 立石 裕美／著 WAVE出版 148/ﾀ/

結婚の嘘 柴門 ふみ／著 中央公論新社 152.2/ｻ/

強運のチカラ 前田 義子／著 小学館 159/ﾏ/

自分で考えて生きよう 松浦 弥太郎／著 中央公論新社 159/ﾏ/

もしアドラーが上司だったら 小倉 広／著 プレジデント社 159.4/ｵ/

女性リーダーのためのレジリエンス思考術　　（DO BOOKS） 三田村 薫／著 同文舘出版 159.4/ﾐ/

一度は行ってみたい日本の神社　　（洋泉社MOOK） 洋泉社 175.9/ｲ/

団姫流お釈迦さま物語 露の 団姫／著 春秋社 182.8/ﾂ/

　＊　２００  歴史　＊

王妃たちの最期の日々　上 ジャン=クリストフ・ビュイッソン／編 原書房 288.4/ﾋﾞ/1

王妃たちの最期の日々　下 ジャン=クリストフ・ビュイッソン／編 原書房 288.4/ﾋﾞ/2

福岡から行く大人の日帰り旅　　（JTBのMOOK） JTBパブリッシング 291.9/ﾌ/

　＊　３００  社会科学　＊

天声人語　2016年7月-12月 朝日新聞論説委員室／著 朝日新聞出版 304/ｱ/

自己責任社会の歩き方 雨宮 処凛／著 七つ森書館 304/ｱ/

時局発言! 上野 千鶴子／著 WAVE出版 304/ｳ/

やさしいことばで日本国憲法 池田 香代子／訳 マガジンハウス 323.1/ｲ/

日本に暮らすロシア人女性の文化人類学 ゴロウィナ・クセーニヤ／著 明石書店 334.5/ｺﾞ/

マンガでやさしくわかるファシリテーション 谷 益美／著 日本能率協会マネジメントセンター 336.2/ﾀ/

数学的に考える力をつける本 深沢 真太郎／著 講談社 336.2/ﾌ/

マンガでよくわかるエッセンシャル思考 グレッグ・マキューン／[原]著 かんき出版 336.2/ﾏ/

現場の管理職が知っておきたい女性社員の労務管理A to Z 江上 千惠子／著 第一法規 336.4/ｴ/

小さな会社の儲かる整頓 小山 昇／著 日経BP社 336.5/ｺ/

なぜ僕たちは金融街の人びとを嫌うのか? ヨリス・ライエンダイク／著 英治出版 338.2/ﾗ/



マンガでわかる!誰とでも15分以上会話がとぎれない!話し方 野口 敏／著 すばる舎 361.4/ﾉ/

社会にとって趣味とは何か　　（河出ブックス） 北田 暁大／編著 河出書房新社 361.5/ｷ/

マンガで簡単!女性のための個人型確定拠出年金の入り方 神戸 孝／監修 KADOKAWA 364.6/ｶ/

障害者雇用における合理的配慮 朝日 雅也／編 中央経済社 366.2/ｱ/

面接官の心を操れ!無敵の就職心理戦略 メンタリストDaiGo／著 KADOKAWA 366.2/ﾀﾞ/

女たちが立ち上がった 折井 美耶子／編著 ドメス出版 367.1/ｵ/

社会契約と性契約 キャロル・ペイトマン／[著] 岩波書店 367.2/ﾍﾟ/

なぜ夫は何もしないのか なぜ妻は理由もなく怒るのか 高草木 陽光／著 左右社 367.3/ﾀ/

単身急増社会の希望 藤森 克彦／著 日本経済新聞出版社 367.4/ﾌ/

子どもと学校の考現学 深谷 昌志／著 黎明書房 367.6/ﾌ/

つくられた「少女」 渡部 周子／著 日本評論社 367.6/ﾜ/

人生の修め方 一条 真也／著 日本経済新聞出版社 367.7/ｲ/

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/

難民と生きる 長坂 道子／著 新日本出版社 369.3/ﾅ/

母子世帯の居住貧困 葛西 リサ／著 日本経済評論社 369.4/ｸ/

マーヤの自分改造計画 マーヤ・ヴァン・ウァーグネン／著 紀伊國屋書店 376.3/ｳﾞ/

若者たちの食卓 外山 紀子／編著 ナカニシヤ出版 377.9/ﾄ/

きもの歳時記 山下 悦子／著 CCCメディアハウス 383.1/ﾔ/

ニッポンの主婦100年の食卓 主婦の友社／編 主婦の友社 383.8/ｼ/

「一見さんお断り」の勝ち残り経営 高橋 秀彰／著 ぱる出版 384.9/ﾀ/

　＊　４００  自然科学　＊

きらめくチャンスをつかまえて! 小舘 香椎子／著 アドスリー 407/ｺ/

ASD<アスペルガー症候群>、ADHD、LD女性の発達障害 宮尾 益知／監修 河出書房新社 493.7/ｴ/

敏感過ぎる自分に困っています 長沼 睦雄／著 宝島社 493.7/ﾅ/

アスピーガールの心と体を守る性のルール デビ・ブラウン／著 東洋館出版社 493.7/ﾌﾞ/

犬が来る病院 大塚 敦子／著 KADOKAWA 493.9/ｵ/

マンガでわかる乳がん　　（実用No.1） 山内 英子／監修 主婦の友社 495.4/ﾔ/

「めんどくさい」がなくなる脳 加藤 俊徳／著 SBクリエイティブ 498.3/ｶ/

枕と寝具の科学　　（B&Tブックス おもしろサイエンス） 久保田 博南／著 日刊工業新聞社 498.3/ｸ/

「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由(ワケ) 汐街 コナ／著 あさ出版 498.8/ｼ/

働く女性のストレスとメンタルヘルスケア 丸山 総一郎／編 創元社 498.8/ﾏ/

　＊  ５００　技術　＊

日本のレトロびん 平成ボトル倶楽部／監修 グラフィック社 573.5/ﾍ/

大人スタイルの新常識 石田 純子／著 主婦の友社 589.2/ｲ/

大人になったら、着たい服　2017春夏　　（ナチュリラ別冊） 主婦と生活社 589.2/ｵ/

50代からのもう悩まない着こなしのコツ 岸本 葉子／著 主婦の友インフォス 589.2/ｷ/

スタイリスト・栗原登志恵の10年ワードローブ　　（美人時間ブック） 栗原 登志恵／著 光文社 589.2/ｸ/



あなたの好きな服が、似合う服になる 小島 葉子／著 主婦の友インフォス 589.2/ｺ/

Advanced Style:OLDER&WISER アリ・セス・コーエン／著 大和書房 589.2/ｺ/

下半身だけ即やせる 植森 美緒／著 宝島社 595.6/ｳ/

出せる!魅せる!二の腕ワークアウト　　（講談社の実用BOOK） 北島 達也／著 講談社 595.6/ｷ/

食べ方帖 長尾 智子／著 文化学園文化出版局 596/ﾅ/

くりかえし料理　　（天然生活ブックス） 飛田 和緒／著 地球丸 596/ﾋ/

みんなのお弁当暮らし日記 SE編集部／編 翔泳社 596.4/ｼ/

糖質オフのお菓子 吉川 文子／著 マイナビ出版 596.6/ﾄ/

福岡のもっとおいしいパン屋さん　　（ウォーカームック） KADOKAWA 596.6/ﾌ/

ずっと美しい人のインテリア 「ずっと美しい人」編集部／編 集英社 597/ｽﾞ/

家庭の医学 主婦の友社／編 主婦の友社 598.3/ｼ/

ワタシはぜったい虐待しませんからね! あらい ぴろよ／著 主婦の友社 599/ｱ/

「パパは大変」が「面白い!」に変わる本 安藤 哲也／著 扶桑社 599/ｱ/

　＊  ６００　産業　＊

宿根草と低木で手軽にできる小さなスペースをいかす美しい庭づくり マーク・チャップマン／著 家の光協会 629.7/ﾁ/

　＊　７００  芸術　＊

今夜もカネで解決だ ジェーン・スー／著 朝日新聞出版 673.9/ｼﾞ/

女性市場攻略法 三菱総合研究所／編 日本経済新聞出版社 675/ﾐ/

　＊　７００  芸術　＊

逃げるは恥だが役に立つ　第9巻　　（KC Kiss） 海野 つなみ／著 講談社 726.1/ｳ/9

春画で学ぶ江戸かな入門 車 浮代／著 幻冬舎 728.5/ｸ/

うつやか 小林 鷹／撮影 光村推古書院 748/ｺ/

茶花の文化史 横内 茂／著 淡交社 791.6/ﾖ/

　＊　8００  言語　＊

毎日新聞・校閲グループのミスがなくなるすごい文章術 岩佐 義樹／著 ポプラ社 810.4/ｲ/

同時通訳者の英単語暗記メソッド111 工藤 紘実／著 秀和システム 834/ｸ/

新編宮本百合子と十二年 不破 哲三／著 新日本出版社 910.2/ﾐ/

　＊　９００  文学　＊

昭和俳句作品年表　戦後篇 現代俳句協会／編 現代俳句協会 911.3/ｹﾞ/

心地よさのありか 小川 奈緒／文 パイインターナショナル 914.6/ｵ/

媚びない老後 桐島 洋子／著 中央公論新社 914.6/ｷ/

コーちゃんと真夜中のブランデー 高峰 秀子／著 河出書房新社 914.6/ﾀ/

男であれず、女になれない 鈴木 信平／著 小学館 916/ｽ/

　＊　Ｆ  小説　＊

機長、事件です! 秋吉 理香子／著 KADOKAWA F/ｱ/

ストロベリーライフ 荻原 浩／著 毎日新聞出版 F/ｵ/

この嘘がばれないうちに 川口 俊和／著 サンマーク出版 F/ｶ/



今日のハチミツ、あしたの私 寺地 はるな／[著] 角川春樹事務所 F/ﾃ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

シリア情勢　　（岩波新書 新赤版） 青山 弘之／著 岩波書店 G302.2/ｱ/

ポピュリズム　　（新潮新書） 薬師院 仁志／著 新潮社 G311.7/ﾔ/

正社員消滅　　（朝日新書） 竹信 三恵子／著 朝日新聞出版 G366.2/ﾀ/

育児は仕事の役に立つ　　（光文社新書） 浜屋 祐子／著 光文社 G366.7/ﾊ/

LGBTを読みとく　　（ちくま新書） 森山 至貴／著 筑摩書房 G367.9/ﾓ/

　＊　児童書　＊

学校で知っておきたい著作権　3 小寺 信良／著 汐文社 021/ｺ/3

戦後のサバイバル　　（歴史漫画サバイバルシリーズ 日本史BOOK） もとじろう／マンガ 朝日新聞出版 210/ﾁ/

ナビラとマララ 宮田 律／著 講談社 289/ﾚ/

こども君主論 齋藤 孝／監修 日本図書センター 311/ｺ/

考えよう!女性活躍社会　2 孫 奈美／編 汐文社 366/ｿ/2

考えよう!女性活躍社会　3 孫 奈美／編 汐文社 366/ｿ/3

わたしらしく、LGBTQ　3 ロバート・ロディ／著 大月書店 367/ﾛ/3

月はぼくらの宇宙港 佐伯 和人／作 新日本出版社 538/ｻ/

おしりたんてい かいとうVSたんてい　　（おしりたんていシリーズ おしりたんていファイル） トロル／さく・え ポプラ社 913/ﾄ/

ぼくたちのリアル 戸森 しるこ／著 講談社 913/ﾄ/

　＊  絵本　＊

あわてんぼうウサギ 中川 素子／再話 小学館 E/ｱ/

いろはにほほほ かどの えいこ／文・絵 アリエスブックス E/ｲ/

くまモンとブルービーの大冒険 葉山 祥鼎／文 中央法規出版 E/ｸ/

くまモンとブルービーのなかまたち 葉山 祥鼎／文 中央法規出版 E/ｸ/

地震がきたらどうすればいいの?　　（LLブック やさしくよめる） あかぎ かんこ／さく 埼玉福祉会 E/ｼﾞ/

ふたごのパンダのぼうけん 坂本 憲昭／絵 文芸社 E/ﾌ/

ぼくのおじいちゃん カタリーナ・ソブラル／さく KTC中央出版 E/ﾎﾞ/

みてみておかあさん　　（MOEのえほん） LEE／文 白泉社 E/ﾐ/


