
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（10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　＊

「内発的発展」とは何か 川勝 平太／著 藤原書店 002/ｶ/

IoTの教科書 伊本 貴士／監修・執筆 日経BP社 007.3/ｲ/

働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 川添 愛／著 朝日出版社 007.6/ｶ/

この一冊で全部わかるセキュリティの基本　　（Informatics & IDEA イラスト図解式 わかりやすさにこだわった） みやもと くにお／著 SBクリエイティブ 007.6/ﾐ/

才能が目覚めるフォトリーディング速読術 山口 佐貴子／著 宝島社 019.1/ﾔ/

どんな絵本を読んできた? 「この絵本が好き!」編集部／編 平凡社 019.5/ｺ/

　＊　１００  哲学　＊

神童は大人になってどうなったのか 小林 哲夫／著 太田出版 141.1/ｺ/

男と女のアドラー心理学 岩井 俊憲／著 青春出版社 143.1/ｲ/

風の電話 佐々木 格／著 風間書房 146.8/ｻ/

敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法 根本 裕幸／著 あさ出版 146.8/ﾈ/

メタ倫理学入門 佐藤 岳詩／著 勁草書房 150/ｻ/

迷いを一瞬で消せる「最後心」の心構え 植西 聰／著 三五館 159/ｳ/

質素であることは、自由であること 有川 真由美／著 幻冬舎 159/ﾄ/

おとなのきほん 松浦 弥太郎／著 エイ出版社 159/ﾏ/

家族>仕事(しごとよりもかぞく)で生きる。 赤城夫婦／著 SBクリエイティブ 159.4/ｱ/

そっと無理して、生きてみる 高橋 幸枝／著 小学館 159.7/ﾀ/

50代から、いい人生を生きる人 『PHP』編集部／編 PHP研究所 159.7/ﾋﾟ/

墓と仏壇の意義 八田 幸雄／著 東方出版 186.4/ﾊ/

　＊　２００  歴史　＊

奈良で出会う天皇になった皇女(ひめみこ)たち 生駒 あさみ／著 淡交社 288.4/ｲ/

ストックホルムへの廻り道　　（私の履歴書） 大村 智／著 日本経済新聞出版社 289.1/ｵ/

産婆フジヤン 坂本 フジヱ／著 産業編集センター 289.1/ｻ/

西郷どんの言葉 齋藤 孝／著 ビジネス社 289.1/ｻ/

ゲバラのHIROSHIMA 佐藤 美由紀／著 双葉社 289.3/ｹﾞ/

ラボ・ガール ホープ・ヤーレン／著 化学同人 289.3/ﾔ/

日本百低山 日本山岳ガイド協会／編 幻冬舎 291/ﾆ/

フランスの花の村を訪ねる　　（かもめの本棚） 木蓮／写真と文 東海教育研究所 293.5/ﾓ/

　＊　３００  社会科学　＊



フィンランド 育ちと暮らしのダイアリー 藤井ニエメラみどり／著 かもがわ出版 302.3/ﾌ/

ブラック役場化する職場 三村 正夫／著 企業通信社 318.3/ﾐ/

イラストと図解でよくわかる!前向き離婚の教科書 森元 みのり／監修 日本文芸社 324.6/ｲ/

童話でわかるプロジェクトマネジメント 飯田 剛弘／著 秀和システム 336/ｲ/

仕事で必要な「本当のコミュニケーション能力」はどう身につければいいのか? 安達 裕哉／著 日本実業出版社 336.4/ｱ/

プレゼンのパワーを最大限にする50のジェスチャー ヨッヘン・バイヤー／著 日経BP社 336.4/ﾊﾞ/

なめらかなお金がめぐる社会。あるいは、なぜあなたは小さな経済圏で生きるべきなのか、ということ。 家入 一真／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 338.1/ｲ/

ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常識 樋口 ユミ／著 朝日新聞出版(発売) 366.3/ﾋ/

女性白書　2017 日本婦人団体連合会／編 ほるぷ出版 367.2/ﾆ/17

産まないことは「逃げ」ですか? 吉田 潮／著 ベストセラーズ 367.2/ﾖ/

老いた親のきもちがわかる本 佐藤 眞一／監修 朝日新聞出版 367.7/ｵ/

男色を描く 染谷 智幸／編 勉誠出版 367.9/ｿ/

性のあり方の多様性 二宮 周平／編 日本評論社 367.9/ﾆ/

生き抜くための恋愛相談 桃山商事／著 イースト・プレス 367.9/ﾓ/

男が痴漢になる理由 斉藤 章佳／著 イースト・プレス 368.6/ｻ/

ソーシャルワーカーのソダチ 後藤 広史／著 生活書院 369.1/ｿ/

生活保護ソーシャルワークはいま 岡部 卓／編著 ミネルヴァ書房 369.2/ｾ/

リスクと生きる、死者と生きる 石戸 諭／著 亜紀書房 369.3/ｲ/

保育所・保育園に預けるということ 大槻 かのこ／著 文芸社 369.4/ｵ/

子どもたちの光るこえ 香葉村 真由美／著 センジュ出版 370.4/ｶ/

保健室と社会をつなぐ 香山 リカ／著 本の泉社 374.9/ｶ/

子どもの自己肯定感UPコーチング 神谷 和宏／著 金子書房 375.1/ｶ/

アカデミック・ハラスメントの解決 北仲 千里／著 寿郎社 377.1/ｷ/

きものとジャポニスム 深井 晃子／著 平凡社 383.1/ﾌ/

昔話の読み方伝え方を考える 石井 正己／著 三弥井書店 388.1/ｲ/

　＊　４００  自然科学　＊

図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻 健男／編著 明日香出版社 404/ｻ/

100人の数学者 数学セミナー編集部／編 日本評論社 410.2/ﾆ/

物理2600年の歴史を変えた51のスケッチ ドン・S.レモンズ／著 プレジデント社 420.2/ﾚ/

シマエナガさんの12カ月 望月 重信／著 河出書房新社 488.9/ﾔ/

「敏感すぎて苦しい」がたちまち解決する本 高田 明和／著 廣済堂出版 493.7/ﾀ/

ホスピス医が自宅で夫を看取るとき 玉地 任子／著 ミネルヴァ書房 494.5/ﾀ/

出生前診断、受けますか?　　（健康ライブラリー スペシャル） NHKスペシャル取材班／著 講談社 495.6/ｴ/

助産師になるには　　（なるにはBOOKS） 加納 尚美／編著 ぺりかん社 498.1/ｶ/

脳の再起動(リブート)スイッチ 久賀谷 亮／著 ナツメ社 498.3/ｸ/

低気圧女子の処方せん 小越 久美／著 セブン&アイ出版 498.4/ｵ/



スーパーはちみつマヌカハニー使いこなしBOOK 佐々木 薫／監修 主婦の友社 498.5/ｽ/

会社の中の発達障害 星野 仁彦／著 集英社 498.8/ﾎ/

　＊　５００  技術　＊

世界は自分一人から変えられる 阪口 竜也／著 大和書房 519.1/ｻ/

世界遺産法隆寺から学ぶすみずみまで楽しむ寺院の歩き方 山田 雅夫／著 自由国民社 521.8/ﾔ/

SNS地獄を生き抜くオトナ女子の文章作法 石原 壮一郎／著 方丈社 547.4/ｲ/

365日おしゃれコーデ図鑑　　（e‐MOOK） 宝島社 589.2/ｻ/

Mila Owen NEXT BASIC STYLE BOOK 幻冬舎 589.2/ﾐ/

暖かいのにおしゃれになれる 山本 あきこ／著 ダイヤモンド社 589.2/ﾔ/

暮らしの文房具 土橋 正／著 玄光社 589.7/ﾂ/

河北大人メイク論 河北 裕介／著 宝島社 595.5/ｶ/

海軍さんの料理帖 有馬 桓次郎／[著] ホビージャパン 596/ｱ/

おつかれ。ワインつまみ 主婦の友社／編 主婦の友社 596/ｼ/

毎日のごはんは、これでいい 牛尾 理恵／[ほか著] 主婦の友社 596/ｼ/

そのまま食べる作りおき ベターホーム協会／編集 ベターホーム協会 596/ﾍﾞ/

暮らしにうつわ　　（正しく暮らすシリーズ） ワニブックス 596.9/ｸ/

「無印良品」この使い方がすごい! 主婦の友社／編 主婦の友社 597.5/ｼ/

赤ちゃんは神様 関 洋子／著 講談社エディトリアル 599/ｾ/

おやこの薬膳ごはん 山田 奈美／著 クレヨンハウス 599.3/ﾔ/

　＊　６００  産業　＊

気のきいた短いメールが書ける本 中川路 亜紀／著 ダイヤモンド社 670.9/ﾅ/

最強のネーミング 岩永 嘉弘／著 日本実業出版社 674/ｲ/

くらべる値段 おかべ たかし／文 東京書籍 675.1/ｵ/

　＊　７００  芸術　＊

私のヴァイオリン 前橋 汀子／著 早川書房 762.1/ﾏ/

茶の湯釜 長野 垤志／著 宮帯出版社 791.5/ﾅ/

　＊　８００  言語　＊

なくなりそうな世界のことば 吉岡 乾／著 創元社 802/ﾖ/

校閲記者の目 毎日新聞校閲グループ／著 毎日新聞出版 810.4/ﾏ/

大人の語彙力ノート 齋藤 孝／著 SBクリエイティブ 814/ｻ/

「カジュアル系」英語のトリセツ ルーク・タニクリフ／著 アルク 837.8/ﾀ/

　＊　９００  文学　＊

村上春樹翻訳<ほとんど>全仕事 村上 春樹／著 中央公論新社 910.2/ﾑ/

見抜く力 姜 尚中／著 毎日新聞出版 914.6/ｶ/

女塾 田渕 久美子／著 主婦と生活社 914.6/ﾀ/

似合わない服 山口 ミルコ／著 ミシマ社 914.6/ﾔ/



あたらしい無職　　（SERIES 3/4） 丹野 未雪／著 タバブックス 916/ﾀ/

母さん、ごめん。 松浦 晋也／著 日経BP社 916/ﾏ/

その日の後刻に グレイス・ペイリー／著 文藝春秋 933.7/ﾍﾟ/

起きようとしない男 デイヴィッド・ロッジ／著 白水社 933.7/ﾛ/

　＊　Ｆ  小説　＊

バック・ステージ 芦沢 央／著 KADOKAWA F/ｱ/

マスカレード・ナイト 東野 圭吾／著 集英社 F/ﾋ/

この世の春　上 宮部 みゆき／著 新潮社 F/ﾐ/1

この世の春　下 宮部 みゆき／著 新潮社 F/ﾐ/2

淳子のてっぺん 唯川 恵／著 幻冬舎 F/ﾕ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

定年女子　　（集英社文庫） 岸本 裕紀子／著 集英社 G159.6/ｷ/

仕事消滅　　（講談社+α新書） 鈴木 貴博／[著] 講談社 G331/ｽ/

悩める日本人　　（ディスカヴァー携書） 山田 昌弘／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン G360.4/ﾔ/

長生き地獄　　（SB新書） 松原 惇子／著 SBクリエイティブ G490.1/ﾏ/

女たちの避難所　　（新潮文庫） 垣谷 美雨／著 新潮社 GF/ｶ/

　＊　児童書　＊

君たちはどう生きるか 吉野 源三郎／著 マガジンハウス 159/ﾖ/z

SDGs 日能研教務部／企画・編集 日能研 333/ﾆ/

みんなの防災えほん　　（たのしいちしきえほん） 山村 武彦／監修 PHP研究所 369/ﾐ/

和食のえほん　　（たのしいちしきえほん） 江原 絢子／監修 PHP研究所 383/ﾜ/

マンボウのひみつ　　（岩波ジュニア新書） 澤井 悦郎／著 岩波書店 487/ｻ/Z

スカートはかなきゃダメですか?　　（世界をカエル 10代からの羅針盤） 名取 寛人／著 理論社 769/ﾅ/z

「逆上がり」だってできる!魔法のことばオノマトペ 藤野 良孝／著 青春出版社 780/ﾌ/

漱石先生の手紙が教えてくれたこと　　（岩波ジュニア新書） 小山 慶太／著 岩波書店 910/ｺ/Z

カラスだんなのはりがねごてん　　（わくわくえどうわ） 井上 よう子／作 文研出版 913/ｲ/

おしりたんてい いせきからのSOS　　（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/

ファニー13歳の指揮官 ファニー・ベン=アミ／[著] 岩波書店 929/ﾍﾞ/z

　＊  絵本　＊

あまーいしろくま　　（PHPにこにこえほん） 柴田 ケイコ／作・絵 PHP研究所 E/ｱ/

あくまちゃんとてんしちゃん のぶみ／さく 幻冬舎 E/ｱ/

いっぽんのせんとマヌエル マリア・ホセ・フェラーダ／文 偕成社 E/ｲ/

うまれてくれてありがとう マーク・スペリング／文 WAVE出版 E/ｳ/

エンリケタ、えほんをつくる リニエルス／作 ほるぷ出版 E/ｴ/

おーいおばけ 末崎 茂樹／作・絵 ひさかたチャイルド E/ｵ/

おしりのねっこ 林 なつこ／作・絵 教育画劇 E/ｵ/

おかしな?ハロウィン ザ・キャビンカンパニー／作 ほるぷ出版 E/ｵ/



おちばのプール 西沢 杏子／文 子どもの未来社 E/ｵ/

おべんとうバス 真珠 まりこ／作・絵 ひさかたチャイルド E/ｵ/

ぐるぐるまわろうぐるぐるでんしゃ 間瀬 なおかた／作・絵 ひさかたチャイルド E/ｸ/

こんやはてまきずし　　（えほんのぼうけん） 五味 ヒロミ／作 岩崎書店 E/ｺ/

サイモンは、ねこである。 ガリア・バーンスタイン／作 あすなろ書房 E/ｻ/

ぜったいにおしちゃダメ? ビル・コッター／さく サンクチュアリ出版 E/ｾ/

そらの100かいだてのいえ いわい としお／[作] 偕成社 E/ｿ/

とりこしふくろう　　（MOEのえほん） 滑川 まい／著 白泉社 E/ﾄ/

ドン・キホーテ ミゲル・デ・セルバンテス／原作 講談社 E/ﾄ/

なまけてなんかない! 品川 裕香／作 岩崎書店 E/ﾅ/

パンダくんいそいで! ヤスダ ユミコ／さく パイインターナショナル E/ﾊ/

ハロウィン!ハロウィン!　　（コドモエのえほん） 西村 敏雄／さく 白泉社 E/ﾊ/

ぼくんちのねこまたフーじぃ 上野 与志／作 ひさかたチャイルド E/ﾎ/

ぽちっとあかいおともだち コーリン・アーヴェリス／文 少年写真新聞社 E/ﾎ/

ぼく、ママとけっこんする!　　（講談社の創作絵本） のぶみ／さく 講談社 E/ﾎ/

ミニオンズさがして!みつけて! トレイ・キング／著 小学館 E/ﾐ/

もうじゅうはらへりくま　　（ポプラ社の絵本） 塚本 やすし／作 ポプラ社 E/ﾓ/

ゆでたまごでんしゃ くればやし よしえ／さく 交通新聞社 E/ﾕ/

6この点 ジェン・ブライアント／文 岩崎書店 E/ﾛ/


