
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（12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　＊

アイデア大全 読書猿／著 フォレスト出版 141.5/ﾄﾞ/

自己愛的(ナル)な人たち 岡野 憲一郎／著 創元社 145.7/ｵ/

「行動できない」自分からの脱出法! 大嶋 信頼／著 清流出版 146.8/ｵ/

人の目を気にせずラクに生きるために黒猫が教えてくれた9つのこと 金光 サリィ／著 大和書房 159/ｶ/

人生の「質」を上げる孤独をたのしむ力 午堂 登紀雄／著 日本実業出版社 159/ｺﾞ/

悪魔とのおしゃべり さとう みつろう／著 サンマーク出版 159/ｻ/

フランス女性に学ぶ結婚という呪いから逃げられる生き方 岩本 麻奈／著 ワニブックス 159.6/ｲ/

女、60歳からの人生大整理 松原 惇子／著 海竜社 159.6/ﾏ/

ニッポンのおみくじ 鏑木 麻矢／著 グラフィック社 176.8/ｶ/

　＊　２００  歴史　＊

キュロテ ペネロープ・バジュー／著 DU BOOKS 280.4/ﾊﾞ/

最強の女 鹿島 茂／著 祥伝社 283.5/ｶ/

10 RULES アリッサ・マストロモナコ／著 ポプラ社 289.3/ﾏ/

SASARU kozee／著 A-Works 290.8/ｺ/

世界のかわいい村と街 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 290.8/ﾊﾟ/

東京・横浜　'18　　（まっぷるマガジン 関東） 昭文社 291.3/ﾄ/18

大分・別府 由布院　'18　　（まっぷるマガジン 九州） 昭文社 291.9/ｵ/18

ウユニ塩湖完全ガイド Only One Travel／著 ライツ社 296.7/ｵ/

　＊　３００  社会科学　＊

シリアからの叫び　　（亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ） ジャニーン・ディ・ジョヴァンニ／著 亜紀書房 302.2/ﾃﾞ/

サフラジェット 中村 久司／著 大月書店 314.8/ﾅ/

ばっちゃん 伊集院 要／著 扶桑社 327.8/ｲ/

まんがでわかるデザイン思考 小田 ビンチ／シナリオ・記事 小学館 336.2/ｵ/

職場の問題地図 沢渡 あまね／著 技術評論社 336.2/ｻ/

仕事の問題地図 沢渡 あまね／著 技術評論社 336.2/ｻ/

部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ 占部 正尚／著 日本実業出版社 336.4/ｳ/

ワーク・ライフ・バランスと経営学　　（現代社会を読む経営学） 平澤 克彦／編著 ミネルヴァ書房 336.4/ﾋ/



めざそう!ホワイト企業 ホワイト弁護団／編著 旬報社 336.4/ﾎ/

女性社員のやる気を引き出すセルフ・エスティーム 堀井 紀壬子／著 幻冬舎メディアコンサルティング 336.4/ﾎ/

ゼロからのプレゼンテーション 三谷 宏治／著 プレジデント社 336.4/ﾐ/

なぜか女性が辞めない小さな会社の人事評価の仕組み 山元 浩二／著 日経BP社 336.4/ﾔ/

「はたらく」の未来予想図 鯨井 康志／著 枻出版社 336.5/ｸ/

コクヨのシンプル整理術 コクヨ株式会社／著 KADOKAWA 336.5/ｺ/

あなたのまわりのデータの不思議 景山 三平／著 実教出版 350.1/ｶ/

世界のどこでも、誰とでもうまくいく!「共感」コミュニケーション　　（DO BOOKS） 石川 幸子／著 枻出版社 361.4/ｲ/

自分らしい感情表現　　（アサーション・トレーニング） 土沼 雅子／著 日本・精神技術研究所 361.4/ﾄﾞ/

モラルハラスメント あなたを縛る見えない鎖 リサ・アロンソン・フォンテス／著 晶文社 361.4/ﾌ/

キャリア・マネジメントの未来図 二神 枝保／編著 八千代出版 366.2/ﾌ/

国連・女性・NGO　Part2 国連NGO国内女性委員会／編 パド・ウィメンズ・オフィス 367.1/ｺ/

ジェンダー研究を継承する　　（一橋大学大学院社会学研究科先端課題研究叢書） 佐藤 文香／編 人文書院 367.1/ｼ/

YOROIを脱いで… JAUW茨城支部／著 文眞堂 367.1/ﾀﾞ/

ベル・フックスの「フェミニズム理論」 ベル・フックス／著 あけび書房 367.1/ﾌ/

母親に、死んで欲しい NHKスペシャル取材班／著 新潮社 367.3/ｴ/

日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨てちゃえば? Create Media／編 dZERO 367.3/ｸ/

国家がなぜ家族に干渉するのか　　（青弓社ライブラリー） 本田 由紀／編著 青弓社 367.3/ｺ/

子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法 ジャンシー・ダン／著 枻出版社 367.3/ﾀﾞ/

離婚してもいいですか?　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） 野原 広子／著 KADOKAWA 367.3/ﾉ/

「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河 桃子／著 毎日新聞出版 367.4/ｼ/

「子どもの貧困」を問いなおす 松本 伊智朗／編 法律文化社 367.6/ﾏ/

70歳、はじめての男独り暮らし 西田 輝夫／著 幻冬舎 367.7/ﾆ/

LGBTのひろば 大塚 隆史／編 日本評論社 367.9/ｴ/

セクシュアリティと法 谷口 洋幸／編 法律文化社 367.9/ｾ/

ハッピーエンドに殺されない 牧村 朝子／著 青弓社 367.9/ﾏ/

性犯罪加害者家族のケアと人権 阿部 恭子／編著 現代人文社 368.6/ｱ/

子どもの幸せと親の幸せ 伊藤 良高／著 晃洋書房 369.4/ｲ/

家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援　　（別冊発達） 小崎 恭弘／編著 ミネルヴァ書房 369.4/ｶ/

保育園浪人 清家 あい／著 秀和システム 369.4/ｾ/

支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉　　（健康ライブラリー） 小栗 正幸／監修 講談社 371.4/ｵ/

不登校を乗り越えるために 高 賢一／著 北國新聞社出版局 371.4/ﾀ/

不登校・ニート・ひきこもりの家族に贈る気持ちを切り替える力<レジリエンス> 森 薫／著 学びリンク 371.4/ﾓ/

女性校長はなぜ増えないのか 河野 銀子／編著 勁草書房 373.7/ｶ/

保育現場の人間関係対処法 砂上 史子／編著 中央法規出版 376.1/ｽ/



3男1女東大理Ⅲ合格百発百中絶対やるべき勉強法 佐藤 亮子／著 幻冬舎 379.9/ｻ/

民俗学者が歩いて出会った人生のことば 汽水民俗研究会／編著 創元社 382.1/ｷ/

　＊　４００  自然科学　＊

重力で宇宙を見る 二間瀬 敏史／著 河出書房新社 441.1/ﾌ/

月のきほん 白尾 元理／著 誠文堂新光社 446/ｼ/

似ている動物「見分け方」事典 木村 悦子／執筆 ベレ出版 481.1/ﾆ/

鳥さんぽをはじめよう 鳥くん／著 主婦の友社 488.1/ﾄ/

日本一わかりやすい筋肉の本　　（エイムック） 石山 修盟／監修 エイ出版社 491.1/ﾆ/

すごい整体 上原 考一／著 SBクリエイティブ 492.7/ｳ/

やせる、不調が消える読む冷えとり 石原 新菜／監修 主婦の友社 493.1/ﾔ/

下がらないカラダ 小野 咲／著 サンマーク出版 493.4/ｵ/

ASD<アスペルガー症候群>、ADHD、LD大人の発達障害　日常生活編 宮尾 益知／監修 河出書房新社 493.7/ｴ/

マンガでわかるココロの不調回復 食べてうつぬけ 奥平 智之／著 主婦の友社 493.7/ｵ/

あなたは本当にうつ? 後生川 礼子／著 ごま書房新社 493.7/ｺﾞ/

イラスト女性と健康 齋藤 麗子／著 東京教学社 495/ｲ/

乳がんを前向きに乗り越えるごはん 本田 祥子／著 主婦と生活社 495.4/ﾎ/

生活習慣を変えなくても、深い眠りは手に入る 今枝 昌子／著 山と溪谷社 498.3/ｲ/

おとな女子のセルフ健康診断 内山 明好／監修 G.B. 498.3/ｵ/

残念和食にもワケがある 岩村 暢子／著 中央公論新社 498.5/ｲ/

今よりもうちょっと幸せになる食べ方のルール 小倉 朋子／著 学研プラス 498.5/ｵ/

　＊　５００  技術　＊

世界の美しい色の建築 大田 省一／[編]著 エクスナレッジ 520.8/ｵ/

脱!SNSのトラブル 佐藤 佳弘／編著 武蔵野大学出版会 547.4/ｻ/

iPadがぜんぶわかる本　　（洋泉社MOOK） 洋泉社 548.2/ｱ/

「ハンサムマザー」はとまらない 今尾 朝子／著 朝日新聞出版 589.2/ｲ/

大人になったら、着たい服　'17-'18秋冬　　（ナチュリラ別冊） 主婦と生活社 589.2/ｵ/

大人のおしゃれに、ほしいもの　　（ナチュリラ別冊） 主婦と生活社 589.2/ｵ/

脱「若見え」の呪い“素敵なおばさま”のススメ 地曳 いく子／著 マガジンハウス 589.2/ｼﾞ/

THE LITTLE BOOK OF HYGGE 365日「シンプルな幸せ」のつくり方 マイク・ヴァイキング／著 三笠書房 590/ｳﾞ/

HYGGE北欧が教えてくれた、「ヒュッゲ」な暮らしの秘密 シグナ・ヨハンセン／著 日本文芸社 590/ﾖ/

暮らしとごはんを整える。 ちこ／著 主婦と生活社 590.4/ﾁ/

世界一幸せな国、北欧デンマークのシンプルで豊かな暮らし 芳子ビューエル／著 大和書房 590.4/ﾋﾞ/

手仕事礼讃 林 ことみ／著 誠文堂新光社 593/ﾊ/

フェルト羊毛でつくる和のこもの 須佐 沙知子／著 朝日新聞出版 594.9/ｽ/

食べれば運気がアップする!開運レシピ　　（レタスクラブMOOK レタスクラブの開運レシピシリーズ） 中井 耀香／監修 KADOKAWA 596/ﾀ/



ぜんぶ簡単どんぶり　　（はらぺこスピードレシピ） きじま りゅうた／著 世界文化社 596.3/ｷ/

雑穀をおいしく食べるRECIPE BOOK 田中 雅子／監修 朝日新聞出版 596.3/ｻﾞ/

井村屋さんの毎日ほっこりあずきレシピ 岩崎 啓子／料理 主婦の友社 596.3/ｼ/

日本茶のさわやかスイーツ 本間 節子／著 世界文化社 596.6/ﾎ/

やせる収納 梶ケ谷 陽子／著 主婦の友社 597.5/ｶ/

さよさんの「きれいが続く」収納レッスン　　（講談社の実用BOOK） 小西 紗代／著 講談社 597.5/ｺ/

こんなに違う!?イギリス子育て日記 ララちゃんのママ／著 大和書房 599/ﾗ/

　＊　６００  産業　＊

銭湯は、小さな美術館 ステファニー・コロイン／[著] 啓文社書房 673.9/ｺ/

シェアしたがる心理 天野 彬／著 宣伝会議 675/ｱ/

　＊　７００  芸術　＊

ヲタ夫婦　　（MOBSPROOF EX） 藍／著 出版ワークス 726.1/ｱ/

こはる日記 益田 ミリ／著 KADOKAWA 726.1/ﾏ/

やってはいけないデザイン 平本 久美子／著 翔泳社 727/ﾋ/

降伏の記録 植本 一子／著 河出書房新社 740.2/ｳ/

103歳。どこを向いても年下ばかり 笹本 恒子／著 PHP研究所 740.2/ｻ/

ヤズディの祈り 林 典子／[撮影] 赤々舎 748/ﾔ/

　＊　８００  言語　＊

ソニー歴代トップのスピーチライターが教える人を動かすスピーチの法則 佐々木 繁範／著 日経BP社 809.4/ｻ/

前置詞キャラ図鑑 関 正生／著 新星出版社 835.6/ｾ/

　＊　９００  文学　＊

恋うた 松本 章男／著 紅書房 911.1/ﾏ/

あなたとわたしのドキュメンタリー 成宮 アイコ／著 書肆侃侃房 911.5/ﾅ/

こぽこぽ、珈琲　　（おいしい文藝） 阿川 佐和子／[ほか]著 河出書房新社 914.6/ｺ/

一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田 桃紅／著 幻冬舎 914.6/ｼ/

愛と憎しみ奇跡の老老介護 阿井 渉介／著 講談社 916/ｱ/

ブラックボックス 伊藤 詩織／著 文藝春秋 916/ｲ/

しんさいニート カトー コーキ／著 イースト・プレス 916/ｶ/

どうして普通にできないの! こだま ちの／著 協同医書出版社 916/ｺ/

ふたつの人生　　（ウィリアム・トレヴァー・コレクション） ウィリアム・トレヴァー／著 国書刊行会 933.7/ﾄ/

スワンプランディア! カレン・ラッセル／著 左右社 933.7/ﾗ/

女性労働の分析　2016年 21世紀職業財団 C80/ﾌ/16

　＊　Ｆ  小説　＊

人間タワー 朝比奈 あすか／著 文藝春秋 F/ｱ/

西郷の首 伊東 潤／著 KADOKAWA F/ｲ/



キラキラ共和国 小川 糸／著 幻冬舎 F/ｵ/

ミ・ト・ン　　（MOE BOOKS） 小川 糸／文 白泉社 F/ｵ/

花になるらん 玉岡 かおる／著 新潮社 F/ﾀ/

みちづれはいても、ひとり 寺地 はるな／著 光文社 F/ﾃ/

西郷どん!　前編 林 真理子／著 KADOKAWA F/ﾊ/1

西郷どん!　後編 林 真理子／著 KADOKAWA F/ﾊ/2

たゆたえども沈まず 原田 マハ／著 幻冬舎 F/ﾊ/

ランチ酒 原田 ひ香／著 祥伝社 F/ﾊ/

代理人(エージェント) 本城 雅人／著 実業之日本社 F/ﾎ/

百貨の魔法 村山 早紀／著 ポプラ社 F/ﾑ/

毒母ですが、なにか 山口 恵以子／著 新潮社 F/ﾔ/

メガネと放蕩娘 山内 マリコ／著 文藝春秋 F/ﾔ/

吹上奇譚　第1話 吉本 ばなな／著 幻冬舎 F/ﾖ/1

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

新聞記者　　（角川新書） 望月 衣塑子／[著] KADOKAWA G070.1/ﾓ/

「系図」を知ると日本史の謎が解ける　　（青春新書INTELLIGENCE） 八幡 和郎／著 青春出版社 G210/ﾔ/

斎宮　　（中公新書） 榎村 寛之／著 中央公論新社 G210.3/ｴ/

光明皇后　　（中公新書） 瀧浪 貞子／著 中央公論新社 G289.1/ｺ/

日本の無戸籍者　　（岩波新書 新赤版） 井戸 まさえ／著 岩波書店 G324.8/ｲ/

世代の痛み　　（中公新書ラクレ） 上野 千鶴子／著 中央公論新社 G361.6/ｳ/

漂流女子　　（朝日新書） 中島 かおり／著 朝日新聞出版 G367.2/ﾅ/

その介護離職、おまちなさい　　（潮新書） 樋口 恵子／著 潮出版社 G369.2/ﾋ/

料理は女の義務ですか　　（新潮新書） 阿古 真理／著 新潮社 G383.8/ｱ/

桜の森の満開の下　　（岩波現代文庫 文芸） 近藤 ようこ／漫画 岩波書店 G726.1/ｻ/

夜長姫と耳男　　（岩波現代文庫 文芸） 近藤 ようこ／漫画 岩波書店 G726.1/ｻ/

ひとまず、信じない　　（中公新書ラクレ） 押井 守／著 中央公論新社 G914.6/ｵ/

男と女の理不尽な愉しみ　　（集英社新書） 林 真理子／著 集英社 G914.6/ﾊ/

　＊　児童書　＊

あたまがよくなる!寝る前なぞなぞ366日 篠原 菊紀／監修 西東社 031/ｱ/

縄文世界へタイムワープ　　（歴史漫画タイムワープシリーズ 日本史BOOK） もとじろう／マンガ 朝日新聞出版 210/ﾁ/

世界の国旗図鑑 苅安 望／著 偕成社 288/ｶ/

私、日本に住んでいます　　（岩波ジュニア新書） スベンドリニ・カクチ／著 岩波書店 334/ｶ/z

ネットで見たけどこれってホント?　1 北折 一／著 少年写真新聞社 361/ｷ/1

ネットで見たけどこれってホント?　2 北折 一／著 少年写真新聞社 361/ｷ/2

ネットで見たけどこれってホント?　3 北折 一／著 少年写真新聞社 361/ｷ/3



からくり 安田 真紀子／文 文溪堂 759/ﾔ/

6年1組黒魔女さんが通る!!　04　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/4

さよなら、田中さん 鈴木 るりか／著 小学館 913/ｽ/Z

100年の木の下で　　（teens' best selections） 杉本 りえ／[著] ポプラ社 913/ｽ/

サラとピンキー ヒマラヤへ行く　　（わくわくライブラリー） 富安 陽子／作・絵 講談社 913/ﾄ/

ぼくはO・C・ダニエル　　（鈴木出版の児童文学 この地球を生きる子どもたち） ウェスリー・キング／作 鈴木出版 933/ｷ/Z

パンツ・プロジェクト キャット・クラーク／著 あすなろ書房 933/ｸ/Z

ジュビリー パトリシア・ライリー・ギフ／作 さ・え・ら書房 933.7/ｷﾞ/

わたしも水着をきてみたい オーサ・ストルク／作 さ・え・ら書房 949/ｽ/

　＊  絵本　＊

アントンせんせいあかちゃんです　　（講談社の創作絵本） 西村 敏雄／作 講談社 E/ｱ/

いそげ!きゅうきゅうしゃ 竹下 文子／作 偕成社 E/ｲ/

ウサギのすあなにいるのはだあれ? ジュリア・ドナルドソン／文 徳間書店 E/ｳ/

おさるのジョージほんやさんへいく M.レイ／原作 岩波書店 E/ｵ/

おさるのジョージバスケットボールをする M.レイ／原作 岩波書店 E/ｵ/

おかしなおつかい ささがわ いさむ／作 学研プラス E/ｵ/

おんなじおんなじももんちゃん　　（ももんちゃんあそぼう） とよた かずひこ／さく・え 童心社 E/ｵ/

オニのサラリーマン しゅっちょうはつらいよ　　（日本傑作絵本シリーズ） 富安 陽子／文 福音館書店 E/ｵ/

おたんじょうケーキをつくりましょ えがしら みちこ／作 絵 教育画劇 E/ｵ/

おかしなめんどり　　（チューリップえほんシリーズ） 林 なつこ／作・絵 鈴木出版 E/ｵ/

おやつなんだろう? 山本 和子／作 ひさかたチャイルド E/ｵ/

美女と野獣　　（角川アニメ絵本） KADOKAWA E/ｶ/

かわいいおとうさん 山崎 ナオコーラ／ぶん こぐま社 E/ｶ/

きょうりゅうたちのクリスマス　　（世界の絵本コレクション） ジェイン・ヨーレン／文 小峰書店 E/ｷ/

くるまからみつけた 宮本 えつよし／さく パイインターナショナル E/ｸ/ﾍﾞﾋﾞｰ

クリスマストレインしゅっぱつ　　（視覚デザインのえほん） 視覚デザイン研究所／さく 視覚デザイン研究所 E/ｸ/

くるみのなかには　　（講談社の創作絵本） たかお ゆうこ／作 講談社 E/ｸ/

クマと森のピアノ　　（ポプラせかいの絵本） デイビッド・リッチフィールド／作 ポプラ社 E/ｸ/

こねこのプーフー　8 アン・ハレンスレーベン／作 小学館 E/ｺ/8

ごはんのにおい 中川 ひろたか／文 おむすび舎 E/ｺ/

こねてのばして ヨシタケ シンスケ／作 ブロンズ新社 E/ｺ/

こなものがっこう 塚本 やすし／作・絵 フレーベル館 E/ｺ/

ごはんはおいしい　　（日本傑作絵本シリーズ） ぱく きょんみ／文 福音館書店 E/ｺﾞ/

Sassyのあかちゃんえほんちゃぷちゃぷ Sassy／監修 KADOKAWA E/ｻ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ざしき童子(ぼっこ)のはなし　　（ミキハウスの絵本） 宮沢 賢治／作 三起商行 E/ｻ/



サンドイッチをたべたの、だあれ? ジュリア・サーコーン=ローチ／作 エディション・エフ E/ｻ/

せんたくやさんのググ 関根 知未／作・絵 教育画劇 E/ｾ/

たかいたかーい オームラ トモコ／作・絵 フレーベル館 E/ﾀ/

たくはいびーん 林 木林／作 小峰書店 E/ﾀ/

ちがうちがう accototo／さく 大日本図書 E/ﾁ/

チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる ジェニファー・サームズ／作 廣済堂あかつき E/ﾁ/

チューリップ 荒井 真紀／さく 小学館 E/ﾁ/

でんしゃからみつけた 宮本 えつよし／さく パイインターナショナル E/ﾃ/ﾍﾞﾋﾞｰ

トーストン 新井 洋行／著 アリス館 E/ﾄ/

としょかんへぴょん!ぴょん!ぴょん! アニー・シルヴェストロ／文 絵本塾出版 E/ﾄ/

なでてなでて　　（エンブックスの赤ちゃん絵本） 日隈 みさき／え エンブックス E/ﾅ/ﾍﾞﾋﾞｰ

なりたいなぁ プレム・ラワット／文 文屋 E/ﾅ/

ながいながいかもつれっしゃ　　（でんしゃのひみつ） 溝口 イタル／え 交通新聞社 E/ﾅ/

ノラネコぐんだんアイスのくに　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 E/ﾉ/

パジャマでぽん! くぼ まちこ／著 アリス館 E/ﾊ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ビークル ダン・サンタット／作 ほるぷ出版 E/ﾋ/

ピカピカヒーローせっけんくん　　（わたしのえほん） うえたに夫婦／作・絵 PHP研究所 E/ﾋﾟ/

ふりかけヘリコプター 石崎 なおこ／作・絵 教育画劇 E/ﾌ/

ふたつでひとつ かじり みな子／さく 偕成社 E/ﾌ/

ヘビのレストラン　　（PHPにこにこえほん） 深見 春夫／[作] PHP研究所 E/ﾍ/

ぼくのこと 長田 真作／著 方丈社 E/ﾎ/

ぽっぽこうくう もとやす けいじ／著 佼成出版社 E/ﾎ/

みーんなはははっ オームラ トモコ／作 アリス館 E/ﾐ/ﾍﾞﾋﾞｰ

みつけてかぞえてどこどこジャングル ガレス・ルーカス／絵 河出書房新社 E/ﾐ/

ムーミンのゆびでたどろう!えさがしえほん トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E/ﾑ/

めざめる 阿部 海太／作 あかね書房 E/ﾒ/

メリーメリークリスマス! 岡村 志満子／作 くもん出版 E/ﾒ/

よ・だ・れ　　（0.1.2.えほん） 小風 さち／文 福音館書店 E/ﾖ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ヨッ!けつやまシリノスケ うちむら ひろゆき／さく 成美堂出版 E/ﾖ/

よるだけパンダ 大塚 健太／さく 小学館 E/ﾖ/


