
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（8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

　＊　１００  哲学　＊

頭がこんがらがってうまく話せない時に試してほしい知的な伝え方 出口 汪／著 大和書房 141.5/ﾃﾞ/

図解モチベーション大百科 池田 貴将／編著 サンクチュアリ出版 141.7/ｲ/

旅するように生きてみたら 有川 真由美／著 毎日新聞出版 159/ｱ/

先延ばしは1冊のノートでなくなる 大平 信孝／著 大和書房 159/ｵ/

専業主婦が就職するまでにやっておくべき8つのこと 薄井 シンシア／著 KADOKAWA 159.4/ｳ/

35歳からの女性のハッピーキャリア 奥山 睦／著 同友館 159.4/ｵ/

50代、もう一度「ひとり時間」 中道 あん／著 KADOKAWA 159.6/ﾅ/

テーリー・ガーター　　（角川選書） 植木 雅俊／著 KADOKAWA 183.1/ｳ/

　＊　２００  歴史　＊

沖縄戦を生きぬいた人びと 吉川 麻衣子／著 創元社 219.9/ﾖ/

命みじかし恋せよ乙女　　（らんぷの本 mascot） 中村 圭子／編 河出書房新社 281/ﾅ/

　＊　３００  社会科学　＊

人生に消しゴムを使わない生き方 岩本 麻奈／著 日本経済新聞出版社 302.3/ｲ/

政治学の批判的構想 衛藤 幹子／著 法政大学出版局 311/ｴ/

「その話、聞いてないよ」と言われない伝え方 金子 敦子／著 日本実業出版社 336.4/ｶ/

結婚差別の社会学 齋藤 直子／著 勁草書房 361.8/ｻ/

教養としての社会保障 香取 照幸／著 東洋経済新報社 364/ｶ/

男性的なもの/女性的なもの　1 フランソワーズ・エリチエ／著 明石書店 367.1/ｴ/

ストーカー 長谷川 京子／著 日本加除出版 368.6/ﾊ/

誰もボクを見ていない 山寺 香／著 ポプラ社 368.7/ﾔ/

孫がASDって言われたら?! ナンシー・ムクロー／著 明石書店 378/ﾑ/

今日から役立つハンディ手話辞典 全日本ろうあ連盟／監修 学研プラス 378.2/ｷ/

ボディ・スタディーズ マーゴ・デメッロ／著 晃洋書房 389/ﾃﾞ/

　＊　４００  自然科学　＊

星座の図鑑 沼澤 茂美／著 誠文堂新光社 443.8/ﾇ/

いびき女子、卒業! 大場 俊彦／著 主婦の友社 496.8/ｵ/

女子栄養大学栄養クリニックのやせぐせがつくレシピ145　　（健康Cooking） 女子栄養大学栄養クリニック／監修 主婦の友社 498.5/ｼﾞ/

基礎からはじめる職場のメンタルヘルス 川上 憲人／著 大修館書店 498.8/ｶ/

ズボラ大人女子の週末セルフケア大全 池田 明子／著 大和書房 499.8/ｲ/

　＊  ５００　技術　＊



誰にも頼れない女(ひと)のお金の守り方 小山 智子／著 秀和システム 591/ｺ/

いちばんやさしいかぎ針編みのポーチ Sachiyo*Fukao／[著] エクスナレッジ 594.3/ｻ/

四季dancyu夏の定番。　　（プレジデントムック） プレジデント社 596/ｼ/

絶品!とっておきのうちカレー 堤 人美／著 ナツメ社 596/ｾﾞ/

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/

いのち愛しむ、人生キッチン 桧山 タミ／著 文藝春秋 596/ﾋ/

新しい食べ方でやせる&健康になる寒天レシピ 石澤 清美／著 主婦の友社 596.3/ｲ/

LDKコーヒーの便利帖　　（晋遊舎ムック 便利帖シリーズ） 晋遊舎 596.7/ｴ/

私、子ども欲しいかもしれない。 犬山 紙子／著 平凡社 598.2/ｲ/

ひとのパパ見てわがパパ直せ 山田 周平／著 メディアソフト 599/ﾔ/

　＊　７００  芸術　＊

ぼくのほんとうの話 うさき こう／著 幻冬舎コミックス 726.1/ｳ/

今日も妻のくつ下は、片方ない。 劔 樹人／著 双葉社 726.1/ﾂ/

沢村さん家(ち)の久しぶりの旅行 益田 ミリ／著 文藝春秋 726.1/ﾏ/

アンディ・ウォーホルのヘビのおはなし アンディ・ウォーホル／著 河出書房新社 726.6/ｳ/

秀麗な折り紙 山口 真／著 ナツメ社 754.9/ﾔ/

かわいい色の本 ingectar‐e／著 エムディエヌコーポレーション 757.3/ｲ/

忘れられないひと、杉村春子 川良 浩和／著 新潮社 775.1/ｽ/

マリリン・モンロー最後の年 セバスティアン・コション／著 中央公論新社 778.2/ﾓ/

　＊　９００  文学　＊

俵万智　　（KAWADE夢ムック） 河出書房新社 911.1/ﾀ/

ひとり 瀬戸内 寂聴／著 深夜叢書社 911.3/ｾ/

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田 桂一／著 宝島社 913.7/ｶ/

風と共にゆとりぬ 朝井 リョウ／著 文藝春秋 914.6/ｱ/

るるらいらい 小島 慶子／著 講談社 914.6/ｺ/

ピンヒールははかない 佐久間 裕美子／著 幻冬舎 914.6/ｻ/

死の準備教育 曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿ/

生きてるって、幸せー!　Love編 田口 ランディ／著 地湧社 914.6/ﾀ/

美女は飽きない 林 真理子／著 マガジンハウス 914.6/ﾊ/

あなたの夫は素晴らしい人だと叫びたくなる 渡辺 千穂／著 マガジンハウス 914.6/ﾜ/

ヒロのちつじょ 佐藤 美紗代／著 太郎次郎社エディタス 916/ｻ/

ひきこもらない pha／著 幻冬舎 916/ﾌ/

　＊　Ｆ  小説　＊

星の子 今村 夏子／著 朝日新聞出版 F/ｲ/

ジャパン・トリップ 岩城 けい／著 KADOKAWA F/ｲ/

主夫のトモロー 朱川 湊人／著 NHK出版 F/ｼ/

政略結婚 汐街 コナ／著 KADOKAWA F/ﾀ/



影裏 沼田 真佑／著 文藝春秋 F/ﾇ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

この国の息苦しさの正体　　（朝日新書） 和田 秀樹／著 朝日新聞出版 G141.6/ﾜ/

　＊　児童書　＊

101のビジュアル・イリュージョン サム・タプリン／文 東京書籍 145/ﾀ/

机の前に貼る一行 ひきた よしあき／著 朝日学生新聞社 159/ﾋ/

これを知らずに働けますか?　　（ちくまプリマー新書） 竹信 三恵子／著 筑摩書房 366/ﾀ/Z

海底大冒険!　　（「もしも?」の図鑑） 池原 研／監修 実業之日本社 452/ｶ/

激流のサバイバル　　（かがくるBOOK 科学漫画サバイバルシリーズ） スウィートファクトリー／文 朝日新聞出版 786/ｽ/

ジャングルのサバイバル　3　　（かがくるBOOK 大長編サバイバルシリーズ） 洪 在徹／文 朝日新聞出版 786/ﾎ/3

いちばんわかりやすいこども囲碁教室 誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 795/ｾ/

13歳から身につける一生モノの文章術 近藤 勝重／著 大和出版 816/ｺ/Z

サラとピンキー パリへ行く　　（わくわくライブラリー） 富安 陽子／作・絵 講談社 913/ﾄ/

レイミー・ナイチンゲール ケイト・ディカミロ／作 岩波書店 933/ﾃﾞ/

　＊  絵本　＊

うるしー　　（あかちゃんが選んだあかちゃんのための絵本） ロロン／作 ディスカヴァー・トゥエンティワン E/ｳ/ﾍﾞﾋﾞｰ

おにごっこできるえほん のぶみ／さく 幻冬舎 E/ｵ/ﾍﾞﾋﾞｰ

オリオンとクラヤーミ　　（おはなしシリーズ） エマ・ヤーレット／さく・え 主婦の友社 E/ｵ/

おともだちできた? 恩田 陸／さく 講談社 E/ｵ/

かえるのラミー はせがわ さとみ／作 BL出版 E/ｶ/

メアリと魔女の花　　（角川アニメ絵本） メアリー・スチュアート／原作 KADOKAWA E/ｶ/

空をつくる 村尾 亘／作・絵 小さい書房 E/ｿ/

そらをとびたかったペンギン 申 ももこ／作 学苑社 E/ｿ/

ちいさなはなのものがたり 斉藤 洋／作 偕成社 E/ﾁ/

とんこととん 武鹿 悦子／作 フレーベル館 E/ﾄ/

ネズミのゆうびんやさんのなつやすみ マリアンヌ・デュブク／さく 偕成社 E/ﾈ/

はやくはやくっていわないで 益田 ミリ／作 ミシマ社 E/ﾊ/

ぼくのつばさ　　（評論社の児童図書館・絵本の部屋） トム・パーシヴァル／さく 評論社 E/ﾊﾎﾞ/

ぱかっ　　（はじめてえほん） 森 あさ子／作 ポプラ社 E/ﾊﾟ/ﾍﾞﾋﾞｰ

まけるのもだいじだよにじいろのさかな　　（世界の絵本） マーカス・フィスター／作 講談社 E/ﾏ/

モイモイとキーリー　　（あかちゃんが選んだあかちゃんのための絵本） みうら しーまる／作 ディスカヴァー・トゥエンティワン E/ﾓ/ﾍﾞﾋﾞｰ

わたしのじてんしゃ ますだ みり／さく ミシマ社 E/ﾜ/


