
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（11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　＊

最新IoTがよーくわかる本　　（図解入門 How‐nual Visual Guide Book） 神崎 洋治／著 秀和システム 007.3/ｺ/

パワーポイントスライドデザインのセオリー 藤田 尚俊／著 技術評論社 007.6/ﾌ/

　＊　１００  哲学　＊

老子と荘子のまあるく生きるヒント 河出書房新社／編 河出書房新社 124.2/ｶ/

ひっこみ思案のあなたが生まれ変わる科学的方法 アンディ・モリンスキー／著 ダイヤモンド社 141.9/ﾓ/

モチベーション革命　　（NewsPicks Book） 尾原 和啓／著 幻冬舎 159.4/ｵ/

人生100年時代の新しい働き方 小暮 真久／著 ダイヤモンド社 159.4/ｺ/

はたらくきほん100 松浦 弥太郎／著 マガジンハウス 159.4/ﾏ/

　＊　２００  歴史　＊

子どもがぐーんと伸びる海外旅行　　（MAGAZINE HOUSE MOOK） マガジンハウス 290.9/ｺ/

地球の歩き方aruco　2 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/2

美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田 ミリ／著 幻冬舎 290.9/ﾏ/

女子旅行　　（旅の手帖MOOK） 交通新聞社 291/ｼﾞ/

　＊　３００  社会科学　＊

不平等 ジェームス・K.ガルブレイス／著 明石書店 331.8/ｶﾞ/

だから、居場所が欲しかった。 水谷 竹秀／著 集英社 334.4/ﾐ/

世界一の生産性バカが1年間、命がけで試してわかった25のこと　　（T's BUSINESS DESIGN） クリス・ベイリー／著 TAC株式会社出版事業部 336.2/ﾍﾞ/

現代日本の家族社会学を問う 藤崎 宏子／編著 ミネルヴァ書房 361.6/ｹ/

サラリーマン大喜利 水野 敬也／著 文響社 361.8/ﾐ/

総合力 岡田 東詩子／著 ビジネス教育出版社 366.3/ｵ/

お先に失礼します! 中村 一／著 KADOKAWA 366.7/ﾅ/

シングル女性の貧困 小杉 礼子／編著 明石書店 367.2/ﾖ/

家族の心理 小田切 紀子／編著 金剛出版 367.3/ｶ/

オトナ親子の同居・近居・援助 大和 礼子／著 学文社 367.3/ﾔ/

一人でもだいじょうぶ 仕事を辞めずに介護する おち とよこ／著 日本評論社 369.2/ｵ/

アラフィフでヘルパーはじめました ゆるゆらり／著 KADOKAWA 369.2/ﾕ/

子どもを叱り続ける人が知らない「5つの原則」 石田 勝紀／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 379.9/ｲ/

うしろめたさの人類学 松村 圭一郎／著 ミシマ社 389/ﾏ/

　＊　４００  自然科学　＊

かわいい鳥の赤ちゃん ポンプラボ／編集 徳間書店 488/ﾎﾟ/



ココロとカラダを元気にするホルモンのちから 伊藤 裕／著 高橋書店 491.4/ｲ/

ゲノム解析は「私」の世界をどう変えるのか? 高橋 祥子／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 491.6/ﾀ/

グングン背を伸ばすためのレシピ　　（エイムック） 石村 智子／監修 枻出版社 493.9/ｲ/

女性ホルモンから不調を整える新習慣　　（エイムック） 仲宗根 康／監修 枻出版社 495/ﾅ/

がんになる前に乳房を切除する 小倉 孝保／著 文藝春秋 495.4/ｵ/

　＊　５００  技術　＊

僕はガウディ　　（芸術家たちの素顔） モリー・クレイプール／文 パイインターナショナル 523.3/ｸ/

色を楽しむ大人のおしゃれ 堀川 波／著 マイナビ出版 589.2/ﾎ/

60代シンプル・シックな暮らし方 石黒 智子／著 SBクリエイティブ 590.4/ｲ/

フランス人は10着しか服を持たない　2 ジェニファー・L.スコット／著 大和書房 590.4/ｽ/2

フランス人は10着しか服を持たない ジェニファー・L.スコット／著 大和書房 590.4/ｽ/

小倉ゆき子のビーズ刺しゅう 小倉 ゆき子／著 マガジンランド 594.2/ｵ/

刺し子の手しごと 日本文芸社／編 日本文芸社 594.2/ﾆ/

大人かわいい天然素材で編むニット 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 594.3/ｱ/

はじめてでも簡単!太糸で編むマフラー・帽子・スヌード 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 594.3/ｱ/

こどもキッチン、はじまります。 石井 由紀子／著 太郎次郎社エディタス 596/ｲ/

おひとりさまのあったか1ケ月食費2万円生活　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） おづ まりこ／著 KADOKAWA 596/ｵ/

帰ってすぐできる!早うまおかず　　（ESSE the BEST） 扶桑社 596/ｶ/

スープの時間　　（天然生活ブックス） 地球丸 596/ｽ/

科学的だからおいしい!お弁当のコツ 水島 弘史／著 日本文芸社 596.4/ﾐ/

ゆる自炊弁当BOOK　　（ORANGE PAGE BOOKS 食べようびMOOK） オレンジページ 596.4/ﾕ/

オーブンなしで焼けるフライパンちぎりパン　　（ORANGE PAGE BOOKS） 高山 かづえ／[著] オレンジページ 596.6/ﾀ/

はじめてでもおいしく作れる米粉のパウンドケーキ 多森 サクミ／著 マイナビ出版 596.6/ﾀ/

　＊  ６００　産業　＊

荒くれ漁師をたばねる力 坪内 知佳／著 朝日新聞出版 661.7/ﾂ/

地元で広告代理店の営業女子はじめました　　（コミックエッセイの森） えりた／著 イースト・プレス 673.3/ｴ/

女性とツーリズム 友原 嘉彦／編著 古今書院 689.2/ﾄ/

　＊　７００  芸術　＊

モテ考　　（HARTA COMIX） 緒方 波子／著 KADOKAWA 726.1/ｵ/

酔うと化け物になる父がつらい… 菊池 真理子／著 秋田書店 726.1/ｷ/

毎日かあさん　14 西原 理恵子／著 毎日新聞出版 726.1/ｻ/14

森のノート 酒井 駒子／著 筑摩書房 726.5/ｻ/

図説英国アンティークの世界　　（ふくろうの本） 小野 まり／著 河出書房新社 756.8/ｵ/

新しい分かり方 佐藤 雅彦／著 中央公論新社 757/ｻ/

恋と歌舞伎と女の事情　　（かもめの本棚） 仲野 マリ／著 東海教育研究所 774/ﾅ/

　＊　8００  言語　＊

頭の中を「言葉」にしてうまく伝える。 山口 謠司／著 ワニブックス 809/ﾔ/



金田一秀穂のおとなの日本語 金田一 秀穂／著 海竜社 810.4/ｷ/

図説日本の文字　　（ふくろうの本） 今野 真二／著 河出書房新社 811/ｺ/

日本語のなかの中国故事 小林 祥次郎／著 勉誠出版 824/ｺ/

　＊　９００  文学　＊

シルバー川柳　7 全国有料老人ホーム協会／編 ポプラ社 911.4/ｾﾞ/7

女房たちの王朝物語論 千野 裕子／著 青土社 913.3/ﾁ/

〆切本　2 左右社編集部／編 左右社 914.6/ｻ/2

夫の後始末 曽野 綾子／著 講談社 914.6/ｿ/

口説き文句は決めている 夏生 さえり／著 クラーケン 914.6/ﾅ/

ありふれた教授の毎日 中村 幸一／著 作品社 914.6/ﾅ/

うちの子はADHD　　（こころライブラリー） かなしろ にゃんこ。／著 講談社 916/ｶ/

我がおっぱいに未練なし 川崎 貴子／著 大和書房 916/ｶ/

おとなの発達障害かもしれない!?　　（コミックエッセイの森） 森島 明子／著 イースト・プレス 916/ﾓ/

生きづらいと思ったら親子で発達障害でした　入園編　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） モンズースー／著 KADOKAWA 916/ﾓ/

死を思うあなたへ 吉田 ルカ／著 日本評論社 916/ﾖ/

AM/PM アメリア・グレイ／著 河出書房新社 933.7/ｸﾞ/

　＊　Ｆ  小説　＊

通りすがりのあなた はあちゅう／著 講談社 F/ｲ/

森へ行きましょう 川上 弘美／著 日本経済新聞出版社 F/ｶ/

砂上 桜木 紫乃／著 KADOKAWA F/ｻ/

青い花 瀬戸内 寂聴／著 小学館 F/ｾ/

千夜と一夜の物語 仁木 英之／著 文藝春秋 F/ﾆ/

主婦悦子さんの予期せぬ日々 久田 恵／著 潮出版社 F/ﾋ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

また身の下相談にお答えします　　（朝日文庫） 上野 千鶴子／著 朝日新聞出版 G159/ｳ/

外国人と働いて結果を出す人の条件 山本 紳也／著 幻冬舎メディアコンサルティング G159.4/ﾔ/

女系図でみる驚きの日本史　　（新潮新書） 大塚 ひかり／著 新潮社 G210/ｵ/

底辺への競争　　（朝日新書） 山田 昌弘／著 朝日新聞出版 G361.8/ﾔ/

95歳まで生きるのは幸せですか?　　（PHP新書） 瀬戸内 寂聴／著 PHP研究所 G914.6/ｾ/

寄る年波には平泳ぎ　　（幻冬舎文庫） 群 ようこ／[著] 幻冬舎 G914.6/ﾑ/

　＊　児童書　＊

イクバル キアーラ・ロッサーニ／文 西村書店 289/ｲ/

写真で見る星と伝説 野尻 抱影／文 偕成社 443/ﾉ/

おいしくたべる　　（こどものための実用シリーズ） 松本 仲子／監修 朝日新聞出版 498/ﾏ/

フライパンで作るはじめてのごはん　　（ひとりでできる!For Kids!!） 寺西 恵里子／著 日東書院本社 596/ﾃ/

清少納言と紫式部　　（人物で探る!日本の古典文学） 国土社編集部／編 国土社 910/ｺ/

てんこうせいはワニだった!　　（こぐまのどんどんぶんこ） おの りえん／作・絵 こぐま社 913/ｵ/



ビブリオバトルへ、ようこそ!　　（スプラッシュ・ストーリーズ） 濱野 京子／作 あかね書房 913/ﾊ/

　＊  絵本　＊

あいたくてあいたくて みやにし たつや／作・絵 女子パウロ会 E/ｱ/

到津の森公園 黒田 征太郎／作 石風社 E/ｲ/

おじいさん 唖無／さく・え 文芸社 E/ｵ/

おふくさんのおふくわけ 服部 美法／ぶん・え 大日本図書 E/ｵ/

おしりフリフリ 中川 ひろたか／文 ハッピーオウル社 E/ｵ/

怪盗グルーのミニオン大脱走さがして!みつけて! トレイ・キング／著 小学館 E/ｶ/

アバローのプリンセスエレナ　　（角川アニメ絵本） KADOKAWA E/ｶ/

くろくんとちいさいしろくん　　（絵本・こどものひろば） なかや みわ／さく・え 童心社 E/ｸ/

こどもってね… ベアトリーチェ・アレマーニャ／作 きじとら出版 E/ｺ/

さんびきのくま　　（ひきだしのなかの名作） 神沢 利子／文 フレーベル館 E/ｻ/

しゃっくりくーちゃん　　（コドモエのえほん） 竹下 文子／文 白泉社 E/ｼ/ﾍﾞﾋﾞｰ

しあわせ　　（講談社の創作絵本） いもと ようこ／作 講談社 E/ｼ/

しましまジャム Goma／作・絵 フレーベル館 E/ｼ/

スープになりました　　（講談社の創作絵本） 彦坂 有紀／作 講談社 E/ｽ/ﾍﾞﾋﾞｰ

すっぱりめがね 藤村 賢志／作 教育画劇 E/ｽ/

たからもののあなた　　（えほんのぼうけん） まつお りかこ／作・絵 岩崎書店 E/ﾀ/

どんぐりないよ　　（たんぽぽえほんシリーズ） 間部 香代／作 鈴木出版 E/ﾄ/

トイレさん 竹与井 かこ／著 佼成出版社 E/ﾄ/

ドレミファどうぶつコンサート　　（えほんのもり） 二宮 由紀子／文 文研出版 E/ﾄ/

ななめねこまちをゆく ジェイソン・カーター・イートン／ぶん マイクロマガジン社 E/ﾅ/

ねむたいひとたち M.B.ゴフスタイン／作 あすなろ書房 E/ﾈ/

ノンタン!サンタクロースだよ　　（ノンタンあそぼうよ） キヨノ サチコ／作絵 偕成社 E/ﾉ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ノンタンピクニックららら　　（ノンタンあそぼうよ） キヨノ サチコ／原案・絵 偕成社 E/ﾉ/ﾍﾞﾋﾞｰ

パンツいっちょうめ 苅田 澄子／作 金の星社 E/ﾊ/

パパ、サンドイッチつくってあげる! ピップ・ジョーンズ／ぶん ほるぷ出版 E/ﾊﾟ/

ヒヒヒヒヒうまそう　　（ティラノサウルスシリーズ） 宮西 達也／作絵 ポプラ社 E/ﾋ/

ぴりかちゃんのブーツ　　（日本傑作絵本シリーズ） さとう あや／文・絵 福音館書店 E/ﾋ/

ヴァンピリーナはバレリーナ　　（講談社の翻訳絵本） アン・マリー・ペイス／文 講談社 E/ﾌ/

まんなかのはらのおべんとうや たねっぽのおはなし やすい すえこ／作 フレーベル館 E/ﾏ/

森のおくから レベッカ・ボンド／作 ゴブリン書房 E/ﾓ/

ルラルさんのだいくしごと　　（いとうひろしの本） いとう ひろし／作 ポプラ社 E/ﾙ/

わたしおべんきょうするの 角野 栄子／作 文溪堂 E/ﾜ/


