
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（7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　＊

絶望を生きる哲学 池田 晶子／著 講談社 104/ｲ/

できない自分を認める力 友末 亮三／共著 実業之日本社 159/ﾄ/

仕事も私生活もなぜかうまくいく女性の習慣 麓 幸子／著 日経BP社 159.4/ﾌ/

バナナを逆からむいてみたら アーチャン・ブラーム／著 主婦の友社 184/ｱ/

　＊　２００  歴史　＊

世界の特別な1日 マルゲリータ・ジャコーザ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 209.6/ｼﾞ/

ジェンダーの中世社会史　　（同成社中世史選書） 野村 育世／著 同成社 210.4/ﾉ/

おいしい時間をあの人と 伊藤 まさこ／著 朝日新聞出版 281/ｲ/

地球の歩き方aruco　26 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/26

地球の歩き方aruco　31 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/31

台南高雄とっておきの歩き方　　（地球の歩き方GEM STONE） ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/61

箱根　　（ことりっぷ） 昭文社 291.3/ﾊ/

伊勢志摩　　（ことりっぷ） 昭文社 291.5/ｲ/

河口湖・山中湖　　（ことりっぷ） 昭文社 291.5/ｶ/

軽井沢　　（ことりっぷ） 昭文社 291.5/ｶ/

名古屋　　（ことりっぷ） 昭文社 291.5/ﾅ/

松江・出雲　　（ことりっぷ） 昭文社 291.7/ﾏ/

石垣・竹富・西表・宮古島　　（ことりっぷ） 昭文社 291.9/ｲ/

福岡 博多・天神　'18　　（まっぷるマガジン 九州） 昭文社 291.9/ﾌ/18

　＊　３００  社会科学　＊

白書の白書　2017年版 木本書店・編集部／編集 木本書店 317/ｷ/17

仕事でナメられないための賢語手帳 唐沢 明／著 亜紀書房 336.4/ｶ/

働く人改革　　（できるビジネス） 沢渡 あまね／著 インプレス 336.4/ｻ/

隷属なき道 ルトガー・ブレグマン／著 文藝春秋 364/ﾌﾞ/

転職に向いている人転職してはいけない人 黒田 真行／著 日本経済新聞出版社 366.2/ｸ/

働き方の男女不平等 理論と実証分析 山口 一男／著 日本経済新聞出版社 366.3/ﾔ/

男女共同参画社会データ集　2017-2018年版 三冬社 367.1/ｻ/17-18

わたしが子どもをもたない理由(わけ) 下重 暁子／著 かんき出版 367.1/ｼ/

女性・人権・生きること 天童 睦子／著 学文社 367.1/ﾃ/

女子と貧困 雨宮 処凛／著 かもがわ出版 367.2/ｱ/



男女共同参画白書　平成29年版 内閣府男女共同参画局／編集 勝美印刷 367.2/ﾅ/17

親子白書 明治安田生活福祉研究所／編 きんざい 367.3/ﾒ/

結婚 末井 昭／著 平凡社 367.4/ｽ/

孤独な世界の歩き方 村上 裕／著 イースト・プレス 367.9/ﾑ/

ネパールの人身売買サバイバーの当事者団体から学ぶ 田中 雅子／著 Sophia University Press上智大学出版 368.4/ﾀ/

ストーカーの時代 ブラン・ニコル／著 青土社 368.6/ﾆ/

「赤ちゃんポスト」は、それでも必要です。　　（シリーズ・福祉と医療の現場から） 田尻 由貴子／著 ミネルヴァ書房 369.4/ﾀ/

教育とLGBTIをつなぐ 三成 美保／編著 青弓社 374.9/ﾐ/

文科省/高校「妊活」教材の? 西山 千恵子／編著 論創社 375.4/ﾓ/

古文書講師になれました 宇野 藍子／著 柏書房 379.7/ｳ/

家庭教育は誰のもの?　　（岩波ブックレット） 木村 涼子／著 岩波書店 379.9/ｷ/B

　＊　４００  自然科学　＊

日本のかわいい小鳥 鳥くん／監修 エムディエヌコーポレーション 488.2/ﾄ/

がん治療中の女性のためのLIFE&Beauty さとう 桜子／著 主婦の友社 494.5/ｻ/

犠牲になる少女たち 井上 芳保／著 現代書館 495.4/ｲ/

はたらく人の目の強化書　　（Business Life） 中川 和宏／[著] クロスメディア・パブリッシング 496.4/ﾅ/

日本一赤ちゃんが産まれる病院 亀山 早苗／著 中央公論新社 498.1/ｶ/

ハイヒールをはいても脚が痛くならないカラダのつくり方 久 優子／著 宝島社 498.3/ﾋ/

働く人のメンタルヘルス　　（日経MOOK） アドバンテッジ リスク マネジメント／監修 日本経済新聞出版社 498.8/ｱ/

　＊  ５００　技術　＊

いちばんくわしいスパイス便利帳 世界文化社 588.7/ｲ/

虹色のチョーク 小松 成美／著 幻冬舎 589.7/ｺ/

なぜ世界中が、ハローキティを愛するのか? クリスティン・ヤノ／著 作品社 589.7/ﾔ/

直線で作れて素敵に見えるきものリフォーム ハルメク編集部／編 ハルメク 593.3/ﾊ/

噂の美容スポット潜入調査 光文社 595/ｳ/

オトナ女子のためのおっぱいケア手帖　　（健康美人シリーズ） 北村 珠希／著 主婦の友インフォス 595/ｷ/

冷凍するだけ・つくりおき 池上 正子／著 学研プラス 596/ｲ/

子どもと食べたい常備菜入門　　（タツミムック） 菅野 のな／[著] 辰巳出版 596/ｽ/

瀬尾幸子の料理の教科書 瀬尾 幸子／著 KADOKAWA 596/ｾ/

いちばんおいしい家カレーをつくる 水野 仁輔／著 プレジデント社 596/ﾐ/

ワインがおいしいフレンチごはん 汐街 コナ／著 リトルモア 596.2/ﾜ/

東中野「阿波や壱兆」の一年中そうめん 田中 嘉織／著 文化学園文化出版局 596.3/ﾀ/

小麦粉なしでもこんなにおいしい!米粉と大豆粉のお菓子 木村 幸子／著 主婦の友インフォス 596.6/ｷ/

ぜーんぶホットケーキミックスのおやつ　　（主婦の友生活シリーズ） 主婦の友社 596.6/ｼ/

はちみつスイーツ 若山 曜子／著 家の光協会 596.6/ﾜ/

やまとなでしこお茶はじめ　　（タツミムック） 辰巳出版 596.7/ﾔ/

時間とお金にゆとりができる「小さな家」 尾崎 友吏子／著 誠文堂新光社 597/ｵ/



ヨチヨチ父 ヨシタケ シンスケ／著 赤ちゃんとママ社 599/ﾖ/

　＊  ６００　産業　＊

イラッとされないビジネスメール正解不正解 平野 友朗／監修 サンクチュアリ出版 670.9/ｲ/

　＊　７００  芸術　＊

大奥　第14巻　　（YOUNG ANIMAL COMICS） よしなが ふみ／著 白泉社 726.1/ﾖ/14

あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ／著 ポプラ社 726.6/ﾖ/

グラフィックの天才たち。　　（pen BOOKS） ペン編集部／編 CCCメディアハウス 727/ﾍﾟ/

やさしい絵入り扇子・色紙・短冊・はがきの書き方 奥平 朋子／著 知道出版 728/ｵ/

キャロル・キング　　（KAWADE夢ムック） 河出書房新社 767.8/ｷ/

あぁ、だから一人はいやなんだ。 いとう あさこ／著 幻冬舎 779.1/ｲ/

平尾誠二 人を奮い立たせるリーダーの力 マガジンハウス／編 マガジンハウス 783.4/ﾋ/

女子プロレスラー小畑千代 秋山 訓子／著 岩波書店 788.2/ｺ/

　＊　8００  言語　＊

ここが肝心!語彙力のヘソ 山口 謠司／著 徳間書店 810.4/ﾔ/

伝わる文章Before>>>After 坂本 俊夫／著 まむかいブックスギャラリー 816/ｻ/

アカデミック・ライティングの基礎 西川 真理子／著 晃洋書房 816.5/ｱ/

　＊　９００  文学　＊

漱石のヒロインたち 増田 裕美子／著 新曜社 910.2/ﾅ/

男尊女子 酒井 順子／著 集英社 914.6/ｻ/

母ではなくて、親になる 山崎 ナオコーラ／著 河出書房新社 914.6/ﾔ/

寂しい生活 稲垣 えみ子／著 東洋経済新報社 916/ｲ/

かんもくって何なの!? モリナガ アメ／著 合同出版 916/ﾓ/

　＊　Ｆ  小説　＊

あなたならどうする 井上 荒野／著 文藝春秋 F/ｲ/

ししりばの家 澤村 伊智／著 KADOKAWA F/ｻ/

明治ガールズ 藤井 清美／著 KADOKAWA F/ﾌ/

あとは野となれ大和撫子 宮内 悠介／著 KADOKAWA F/ﾐ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

「正義」がゆがめられる時代　　（NHK出版新書） 片田 珠美／著 NHK出版 G158/ｶ/

グローバリズムその先の悲劇に備えよ　　（集英社新書） 中野 剛志／著 集英社 Ｇ319/ﾅ/

部活があぶない　　（講談社現代新書） 島沢 優子／著 講談社 Ｇ375.1/ｼ/

生きてこそ　　（新潮新書） 瀬戸内 寂聴／著 新潮社 Ｇ914.6/ｾ/

　＊　児童書　＊

金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 金原 瑞人／監修 すばる舎 019/ｶ/Z

日本のふしぎなぜ?どうして? 大野 正人／執筆 高橋書店 302/ﾆ/

JC女子力向上BOOK 関川 香織／著 秀和システム 367/ｾ/

5分間のサバイバル　4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/



5分間のサバイバル　3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/

ワクワク!かわいい!自由研究大じてん 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 407/ｾ/

小学生のかっこいい!!自由研究 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 407/ｾ/

微生物のサバイバル　2　　（かがくるBOOK 科学漫画サバイバルシリーズ） ゴムドリco.／文 朝日新聞出版 465/ｺﾞ/2

ざんねんないきもの事典　続 今泉 忠明／監修 高橋書店 480/ｻﾞ/2

ゆるゆる深海生物図鑑 そにし けんじ／まんが 学研プラス 481/ｿ/

6年1組黒魔女さんが通る!!　03　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/3

　＊  絵本　＊

うわのそらいおん ふくなが じゅんぺい／作・絵 金の星社 E/ｳ/

エルマーとブルーベリーパイ ジェーン・セアー／さく ほるぷ出版 E/ｴ/

おいしいまんまるさん 五味 ヒロミ／さく 岩崎書店 E/ｵ/ﾍﾞﾋﾞｰ

おふとんさん　　（ぴっかぴかえほん） コンドウ アキ／作 小学館 E/ｵ/

おたすけこびとのにちようび なかがわ ちひろ／文 徳間書店 E/ｵ/

およげ!いぬやまくん　　（きむらゆういちの行事えほん） きむら ゆういち／さく 新日本出版社 E/ｵ/

ガルマンの夏 スティアン・ホーレ／絵・文 三元社 E/ｶﾞ/

このあいだになにがあった?　　（かがくのとも絵本 knowing how） 佐藤 雅彦／作 福音館書店 E/ｺ/

詩ってなあに? ミーシャ・アーチャー／作 BL出版 E/ｼ/

世界でさいしょのプログラマー　　（児童図書館・絵本の部屋） フィオナ・ロビンソン／さく 評論社 E/ｾ/

そらまめくんのはらっぱあそび なかや みわ／さく 小学館 E/ｿ/

つまんないつまんない　　（MOEのえほん） ヨシタケ シンスケ／著 白泉社 E/ﾂ/

でんしゃずし 丸山 誠司／作 交通新聞社 E/ﾃﾞ/

ねぇ、しってる? かさい しんぺい／作 岩崎書店 E/ﾈ/

パパのぼり きくち ちき／作 文溪堂 E/ﾊﾟ/ベビー

パパおふろ きくち ちき／作 文溪堂 E/ﾊﾟ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ふーっ! 新井 洋行／作 ほるぷ出版 E/ﾌ/ﾍﾞﾋﾞｰ

平和って、どんなこと?　　（RIKUYOSHA Children & YA Books） ウォーレス・エドワーズ／さく 六耀社 E/ﾍ/

本の子 オリヴァー・ジェファーズ／作 ポプラ社 E/ﾎ/

リサとガスパールとうきょうへいく アン・グットマン／ぶん ブロンズ新社 E/ﾘ/


