
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（9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　＊

魔法をかける編集　　（しごとのわ） 藤本 智士／著 インプレス 021.4/ﾌ/

ぐるぐる?博物館 三浦 しをん／著 実業之日本社 069/ﾐ/

　＊　１００  哲学　＊

お咒い日和 加門 七海／著 KADOKAWA 147.1/ｶ/

そうだ、結婚しよう。 下田 美咲／著 毎日新聞出版 152.2/ｼ/

幸せな人は「お金」と「働く」を知っている 新井 和宏／著 イースト・プレス 159/ｱ/

20代の生き方で人生は9割決まる! 金川 顕教／著 かんき出版 159/ｶ/

オプションB シェリル・サンドバーグ／著 日本経済新聞出版社 159/ｻ/

まんがでわかる働く君に贈る25の言葉 佐々木 常夫／編著 宝島社 159.4/ｻ/

子や孫にしばられない生き方 河村 都／著 産業編集センター 159.6/ｶ/

35歳からわたしが輝くために捨てるもの 松尾 たいこ／著 かんき出版 159.6/ﾏ/

「日出づる国」の山と海 伊藤 通子／著 サンライズ出版 163.1/ｲ/

よか人生って、なんじゃろな 山本 英照／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 188.5/ﾔ/

　＊　２００  歴史　＊

ホロコースト 大内田 わこ／著 東銀座出版社 234/ｵ/

85歳のチアリーダー 滝野 文恵／著 扶桑社 289.1/ﾀ/

地球の歩き方aruco　22 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/22

地球の歩き方aruco　23 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/23

地球の歩き方aruco　32 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/32

地球の歩き方aruco　7 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/7

一度は行きたい!九州の厳選宿　2018　　（KAZIMOOK） 舵社 291.9/ｲ/

るるぶ九州ベスト　'18　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/18

GIRL'S GETAWAY TO LOS ANGELES MICHIKO YAMAWAKI／[著] ダイヤモンド・ビッグ社 295.3/ﾔ/

　＊　３００  社会科学　＊

10年後の働き方　　（できるビジネス） 未来予報株式会社／著 インプレス 304/ﾐ/

国会女子の忖度日記 神澤 志万／著 徳間書店 314.1/ｶ/

ライフステージと法　　（有斐閣アルマ Interest） 副田 隆重／著 有斐閣 320.4/ﾗ/



家事調停委員の回想 中島 信子／著 冨山房インターナショナル 327.4/ﾅ/

まんがでわかる地頭力を鍛える 細谷 功／著 東洋経済新報社 336.2/ﾎ/

女性活躍のための労務管理Q&A164 堀下 和紀／著 労働新聞社 336.4/ﾎ/

お金のウソ 中野 晴啓／著 ダイヤモンド社 338.1/ﾅ/

「外国」の学び方 石田 洋子／編著 ラピュータ 361.5/ｶﾞ/

ファッションで社会学する 藤田 結子／編 有斐閣 361.5/ﾌ/

労働力調査年報　平成28年 総務省統計局／編集 総務省統計局 366.2/ﾛ/16

仕事と家庭は両立できない? アン=マリー・スローター／著 枻出版社 366.3/ｽ/

女性に伝えたい未来が変わる働き方 野村 浩子／著 KADOKAWA 366.3/ﾉ/

男も女もみんなフェミニストでなきゃ チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ／著 河出書房新社 367.1/ｱ/

男女平等は進化したか 鹿嶋 敬／著 枻出版社 367.1/ｶ/

戦う姫、働く少女　　（POSSE叢書） 河野 真太郎／著 堀之内出版 367.1/ｺ/

ワンオペ育児 藤田 結子／著 毎日新聞出版 367.2/ﾌ/

ワンオペ育児 藤田 結子／著 毎日新聞出版 367.2/ﾌ/

祖父母であること 安藤 究／著 名古屋大学出版会 367.3/ｱ/

男子劣化社会 フィリップ・ジンバルドー／著 晶文社 367.5/ｼﾞ/

プリズン・カウンセラー KEI／著 東京キララ社 367.6/ｹ/

LGBTのBです きゅうり／著 総合科学出版 367.9/ｷ/

拡大自殺　　（角川選書） 片田 珠美／著 KADOKAWA 368.6/ｶ/

母子世帯の居住貧困 葛西 リサ／著 日本経済評論社 369.4/ｸ/

データで読む教育の論点　　（犀の教室 Liberal Arts Lab） 舞田 敏彦／著 晶文社 372.1/ﾏ/

なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか 村田 晶子／編著 枻出版社 377.1/ﾑ/

イマイキテル自閉症兄弟の物語 増田 幸弘／著 明石書店 378/ﾏ/

みるみる絆が深まる親子手帳 石田 勝紀／著 学研プラス 379.9/ｲ/

アドラー式「しない」子育て　　（コドモエBOOKS） 向後 千春／著 白泉社 379.9/ｺ/

21世紀の民俗学 畑中 章宏／著 KADOKAWA 380.4/ﾊ/

　＊　４００  自然科学　＊

長く働けるからだをつくる　　（しごとのわ） かじやま すみこ／著 インプレス 494.7/ｶ/

ナースは今日も眠れない! 田中 ひろみ／著 サンマーク出版 498.1/ﾀ/

16万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える「脳を本気」にさせる究極の勉強法 瀧 靖之／著 文響社 498.3/ﾀ/

希望のごはん クリコ／著 日経BP社 498.5/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/

　＊　５００  技術　＊

足の下のステキな床 今井 晶子／著 グラフィック社 529/ｲ/

オトナ女子のための美肌図鑑　　（美人開花シリーズ） かずのすけ／著 ワニブックス 576.7/ｶ/



北欧雑貨図鑑フィンランド100　　（NEKO MOOK） ネコ・パブリッシング 589/ﾎ/

人生の居心地をよくするちょうどいい暮らし 金子 由紀子／著 青春出版社 590/ｶ/

もっと、やめてみた。 わたなべ ぽん／著 幻冬舎 590.4/ﾜ/

大人女子はブラ・ショーツで体形を変える 國保 和子／著 主婦の友社 593.3/ｺ/

赤ちゃんのためのかわいい小もの 奥山 千晴／著 学研プラス 594/ｵ/

ハローキティ&マイメロディ 日本ヴォーグ社 594.2/ﾊ/

晩ごはん症候群(シンドローム) フクチ マミ／著 主婦の友社 596/ﾌ/

みんなの冷凍作りおき みんなの冷凍作りおき編集部／著 KADOKAWA 596/ﾐ/

毎日食べたい混ぜごはん 秋元 薫／著 すばる舎 596.3/ｱ/

やせぐせがつくごちそうサラダ150　　（主婦の友生活シリーズ） 主婦の友社 596.3/ﾔ/

今日のおべん tami／著 主婦の友社 596.4/ﾀ/

50代からの、住まい塾。　　（MAGAZINE HOUSE MOOK） マガジンハウス 597/ｺﾞ/

　＊　６００  産業　＊

地域ブランドクリエイターズファイル　vol.2　　（エイムック） ?出版社 601.1/ﾁ/2

はっか油で楽しむ暮らしのアイデア　　（玄光社MOOK） 重松 浩子／監修 玄光社 617.6/ﾊ/

性風俗世界を生きる「おんなのこ」のエスノグラフィ 熊田 陽子／著 明石書店 673.9/ｸ/

売上が伸びる手書きPOP 井口 裕子／著 かんき出版 674.5/ｲ/

スターフライヤー漆黒の翼、感動を乗せて ダイヤモンド・ビジネス企画 687/ｽ/

　＊　７００  芸術　＊

クリエイターのハローワーク ビーコムプラス／著 マール社 707/ﾋﾞ/

山奥の農村で男女6人マンガ描いてます　　（コミカワ） 矢尾 いっちょ／著 主婦の友社 726.1/ﾔ/

「いる」じゃん　　（MONKEY LABEL） くどう なおこ／作 スイッチ・パブリッシング 726.6/ｸ/

はじめてのママカメラ　　（momo book） 今井 しのぶ／[著] マイルスタッフ 740/ｲ/

週末でつくる紙文具 永岡 綾／著 グラフィック社 754.9/ﾅ/

曲線が美しい立体折り紙　　（レディブティックシリーズ） 三谷 純／著 ブティック社 754.9/ﾐ/

コンプレックス文化論 武田 砂鉄／著 文藝春秋 770.4/ﾀ/

母と子のためのハイキング&キャンプ　　（CHIKYU-MARU MOOK TRAMPIN'PLUS） 東 麻吏／編・著 地球丸 786/ﾋ/

　＊　９００  文学　＊

バブルノタシナミ 阿川 佐和子／著 世界文化社 914.6/ｱ/

あなただけじゃないんです 瀬戸内 寂聴／著 自由国民社 914.6/ｾ/

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

今日はヒョウ柄を着る日 星野 博美／著 岩波書店 914.6/ﾎ/

捨て鉢になってドラッグで植物人間になった僕に、「心の案内人」が教えてくれたこと アナン・ディルバル／著 サンマーク出版 963/ﾃﾞ/

　＊　Ｆ  小説　＊

ハッチとマーロウ 青山 七恵／著 小学館 F/ｱ/



末ながく、お幸せに あさの あつこ／著 小学館 F/ｱ/

別府フロマラソン 澤西 祐典／著 書肆侃侃房 F/ｻ/

明治乙女物語 滝沢 志郎／著 文藝春秋 F/ﾀ/

クリミア発女性専用寝台列車(プラツ・カルト) 高橋 ブランカ／著 未知谷 F/ﾀ/

もう生まれたくない 長嶋 有／著 講談社 F/ﾅ/

さらさら流る 柚木 麻子／著 双葉社 F/ﾕ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

書店ガール　6　　（PHP文芸文庫） 碧野 圭／著 PHP研究所 GF/ｱ/6

幕末武士の京都グルメ日記　　（幻冬舎新書） 山村 竜也／著 幻冬舎 G289.1/ｲ/

張学良秘史　　（角川ソフィア文庫） 富永 孝子／[著] KADOKAWA G289.2/ﾁ/

リベラルという病　　（新潮新書） 山口 真由／著 新潮社 G312.5/ﾔ/

死後離婚　　（新書y） 吉川 美津子／著 洋泉社 G324.6/ｼ/

御社の働き方改革、ここが間違ってます!　　（PHP新書） 白河 桃子／著 PHP研究所 G336.4/ｼ/

ゆとり世代はなぜ転職をくり返すのか?　　（ちくま新書） 福島 創太／著 筑摩書房 G366.2/ﾌ/

生涯未婚時代　　（イースト新書） 永田 夏来／著 イースト・プレス G367.4/ﾅ/

<ひとり死>時代のお葬式とお墓　　（岩波新書 新赤版） 小谷 みどり／著 岩波書店 G385.6/ｺ/

食べる時間を変えれば健康になる　　（ディスカヴァー携書） 古谷 彰子／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン G498.5/ﾌ/

泣き虫チエ子さん　旅情編　　（集英社文庫） 益田 ミリ／著 集英社 G726.1/ﾏ/

泣き虫チエ子さん　愛情編　　（集英社文庫） 益田 ミリ／著 集英社 G726.1/ﾏ/

エルELLE　　（ハヤカワ文庫 NV） フィリップ・ジャン／著 早川書房 G953.7/ｼﾞ/

　＊　児童書　＊

からだ事件簿 坂井 建雄／監修 ダイヤモンド社 491/ｻ/

サイモンvs人類平等化計画　　（STAMP BOOKS） ベッキー・アルバータリ／作 岩波書店 933/ｱ/Z

九時の月 デボラ・エリス／作 さ・え・ら書房 933/ｴ/z

もうひとつのWONDER R.J.パラシオ／作 ほるぷ出版 933/ﾊﾟ/z

　＊  絵本　＊

あおいでんしゃでいくからね　　（VERY BOOKS） 滝沢 眞規子／監修・絵 光文社 E/ｱ/

アニマルバスとわすれもの こてら しほ／作・絵 ポプラ社 E/ｱ/

1ぽんでもにんじん 長野 ヒデ子／構成・絵 のら書店 E/ｲ/ﾍﾞﾋﾞｰ

いのちのたべもの 中川 ひろたか／文 おむすび舎 E/ｲ/

エルマーとクジラ　　（ぞうのエルマー） デビッド・マッキー／ぶんとえ BL出版 E/ｴ/

「おに」と名づけられた、ぼく 木根 尚登／文 TOブックス E/ｵ/

おこらせるくん のぶみ／さく KADOKAWA E/ｵ/

くいしんぼうのこぶたのグーグー 得田 之久／作 教育画劇 E/ｸ/

こねこのプーフー　7 アン・ハレンスレーベン／作 小学館 E/ｺ/7



このママにきーめた! のぶみ／さく サンマーク出版 E/ｺ/

ごちそうの木 ジョン・キラカ／作 西村書店 E/ｺﾞ/

シロクマくつや すてきななつやすみ おおで ゆかこ／作 偕成社 E/ｼ/

じいちゃんバナナばあちゃんバナナ のし さやか／作・絵 ひさかたチャイルド E/ｼﾞ/

たべものはどこからやってくる? アゴスティーノ・トライーニ／絵と文 河出書房新社 E/ﾀ/

とらきちのいいところ H@L／作・絵 フレーベル館 E/ﾄ/

ナマケもん ひぐち ともみ／文・絵 小学館 E/ﾅ/

なんにでもレナール! 玉置 永吉／作 教育画劇 E/ﾅ/

ぱんつさいこう! ジャレッド・チャップマン／さく ほるぷ出版 E/ﾊﾟ/

ブタのドーナツやさん 谷口 智則／作 小学館 E/ﾌ/

ペネロペとおむつのふたごちゃん　　（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/

マスク　　（絵本・こどものひろば） 福井 智／作 童心社 E/ﾏ/

みなみへ　　（評論社の児童図書館・絵本の部屋） ダニエル・ダンカン／さく 評論社 E/ﾐ/

わたしはだあれ? まつもと さとみ／文 KADOKAWA E/ﾜ/


