
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　＊

気持ちを「言葉にできる」魔法のノート 梅田 悟司／著 日本経済新聞出版社 141.5/ｳ/

女子の心は、なぜ、しんどい? 清水 あやこ／著 フォレスト出版 146.8/ｼ/

女性の「定年後」 香山 リカ／著 大和書房 159.6/ｶ/

お母さん、年末、実家に帰らなければダメですか? 心屋 仁之助／著 廣済堂出版 159.6/ｺ/

　＊　２００  歴史　＊

徳川おてんば姫 井手 久美子／著 東京キララ社 289.1/ｲ/

ヘン子の手紙　　（学研のヒューマンケアブックス） 伊藤 のりよ／著 学研プラス 289.1/ｲ/

るるぶ九州ベスト　'19　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/19

女2人旅バリではじめる心の終活　　（2人旅シリーズ） 岡本 弥生／著 みらいパブリッシング 292.4/ｵ/

　＊　３００  社会科学　＊

同性婚や同性パートナーシップ制度の可能性と課題 新・アジア家族法三国会議／編 日本加除出版 324.6/ｼ/

女性起業はじめの一歩と続け方 ブレインワークス／編著 カナリアコミュニケーションズ 335.1/ﾌﾞ/

マンガでやさしくわかる6時に帰るチーム術 小室 淑恵／著 日本能率協会マネジメントセンター 336.3/ｺ/

女性の視点で見直す人材育成 中原 淳／著 ダイヤモンド社 336.4/ﾅ/

「あーめんどくさい!」と思った時に読むママ友の距離感 西東 桂子／著 青春出版社 361.4/ｻ/

女性と求人情報 渡邉 嘉子／著 先端教育機構社会情報大学院大学出版部 366.2/ﾜ/

<女子力>革命 萱野 稔人／編 東京書籍 367.1/ｶ/

性教育はどうして必要なんだろう? 浅井 春夫／編著 大月書店 367.9/ｾ/

ひきこもりでいいみたい 芦沢 茂喜／著 生活書院 369.2/ｱ/

開けられたパンドラの箱 月刊『創』編集部／編 エイ出版社 369.2/ｹﾞ/

いじめで死なせない 岸田 雪子／著 新潮社 371.4/ｷ/

思春期の女の子が親に求めていること 中野 日出美／著 大和出版 379.9/ﾅ/

戦略子育て 三谷 宏治／著 東洋経済新報社 379.9/ﾐ/

　＊　４００  自然科学　＊

80年の歩み 到津の森公園林間学園実行委員会事務局 480/ﾊ/

女性はなぜ生きづらいのか 比嘉 千賀／著 白揚社 493.7/ﾋ/

摂食障害　　（思春期のこころと身体Q&A） 深井 善光／著 ミネルヴァ書房 493.9/ﾌ/

わたし、39歳で「閉経」っていわれました たかはし みき／著 主婦と生活社 495.1/ﾀ/

選べなかった命 河合 香織／著 文藝春秋 495.6/ｶ/



大人女子の食事術 松村 和夏／著 主婦の友社 498.5/ﾏ/

　＊　５００  技術　＊

ロケットガールの誕生 ナタリア・ホルト／著 地人書館 538.9/ﾎ/

賢い化粧品の選び方 小澤 貴子／著 河出書房新社 576.7/ｵ/

マキ流やめていい家事　　（TJ MOOK） マキ／著 宝島社 590/ﾏ/

主婦力ゼロからのやってみた家事 マルサイ／著 大和書房 590/ﾏ/

横森美奈子のおしゃれ着物コーデ帖 横森 美奈子／著 亜紀書房 593.8/ﾖ/

「グレイヘア」美マダムへの道 朝倉 真弓／著 小学館 595.4/ｱ/

しあわせホルモンセロトニンで心がかるーくなるごはん 有田 秀穂／医学監修 主婦の友社 596/ｱ/

　＊　７００  芸術　＊

あの映画みた? 井上 荒野／著 新潮社 778/ｲ/

女性アスリートの教科書 須永 美歌子／著 主婦の友社 780.1/ｽ/

　＊　８００  言語　＊

150冊執筆売れっ子ライターのもう恥をかかない文章術 神山 典士／著 ポプラ社 816/ｺ/

　＊　９００  文学　＊

女を忘れるといいぞ あたそ／著 KADOKAWA 914.6/ｱ/

生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー／著 新潮社 914.6/ｼﾞ/

やっぱり食べに行こう。 原田 マハ／著 毎日新聞出版 915.6/ﾊ/

さよなら、うつ。 一色 伸幸／作 アスコム 916/ｲ/

ふつうの非婚出産 櫨畑 敦子／著 イースト・プレス 916/ﾊ/

　＊　Ｆ  小説　＊

ブルーハワイ 青山 七恵／著 河出書房新社 F/ｱ/

サムライ鉄道 城平 心良／著 郁朋社 F/ｼ/

この血の流れ着くところ 滝田 愛美／著 新潮社 F/ﾀ/

彼女は頭が悪いから 姫野 カオルコ／著 文藝春秋 F/ﾋ/

ツキマトウ 真梨 幸子／著 KADOKAWA F/ﾏ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

歳を取るのも悪くない　　（中公新書ラクレ） 養老 孟司／著 中央公論新社 G159.7/ﾖ/

痛い靴のはき方　　（幻冬舎文庫） 益田 ミリ／[著] 幻冬舎 G914.6/ﾏ/

　＊　児童書　＊

AIのサバイバル　1　　（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 007/ｺﾞ/1

本が好きになる　　（学校では教えてくれない大切なこと） さやま しょうこ／マンガ・イラスト 旺文社 019/ﾎ/

世界にひかりをともした13人の女の子の物語 チェルシー・クリントン／作 潮出版社 280/ｸ/

夢をあきらめなかった13人の女の子の物語 チェルシー・クリントン／作 潮出版社 285/ｸ/

12歳までに知っておきたい女の子の心と体ノート　　（キラかわ★ガール） 保健師めぐみ／監修 ナツメ社 367/ｼﾞ/

女の子だって、野球はできる!　　（ポプラ社ノンフィクション スポーツ） 長谷川 晶一／著 ポプラ社 783/ﾊ/



おしりたんてい みはらしそうのかいじけん　　（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/

ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー／著 学研プラス 933/ﾎﾟ/

　＊  絵本　＊

いいまちがいちゃん のぶみ／さく WAVE出版 E/ｲ/

エマおばあちゃん、山をいく ジェニファー・サームズ／作 廣済堂あかつき E/ｴ/

おうちでんしゃ ナカオ マサトシ／さく パイインターナショナル E/ｵ/

ちいさなエリオット おおきなまちで マイク・クラトウ／作 マイクロマガジン社 E/ﾁ/

月とアポロとマーガレット　　（評論社の児童図書館・絵本の部屋） ディーン・ロビンズ／ぶん 評論社 E/ﾂ/

ノホホンむらのねこたち さとう あや／さく 理論社 E/ﾉ/


