
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（1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　＊

親子で学ぶスマホとネットを安心に使う本 鈴木 朋子／著 技術評論社 007.3/ｽ/

わたしの本棚 中江 有里／著 PHP研究所 019.9/ﾅ/

撮ってはいけない 飯野 たから／著 自由国民社 021.2/ｲ/

知りたいレイアウトデザイン　　（知りたいデザインシリーズ） ARENSKI／著 技術評論社 021.4/ｱ/

スリップの技法 久禮 亮太／著 苦楽堂 024/ｸ/

本の本 夢眠 ねむ／著 新潮社 024.1/ﾕ/

　＊　１００  哲学　＊

「意識しない」力 小林 弘幸／著 文響社 145.1/ｺ/

赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア 白川 美也子／著 アスク・ヒューマン・ケア 146.1/ｼ/

生き方入門 藤尾秀昭 ／監修 致知出版社 159/ｲ/

オプションB シェリル・サンドバーグ／著 日本経済新聞出版社 159/ｻ/

いつのまにか忘れてしまった34の大切なこと 中山 和義／著 実業之日本社 159/ﾅ/

なりたい自分になる7つのステップ 藤沢 優月／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 159/ﾌ/

ほどよく距離を置きなさい 湯川 久子／著 サンマーク出版 159/ﾕ/

働き女子が輝くために28歳までに身につけたいこと 漆 紫穂子／著 かんき出版 159.4/ｳ/

“ときめかない”ことなら、やめちゃえば? サラ・ナイト／著 エイ出版社 159.6/ﾅ/

　＊　２００  歴史　＊

地球の歩き方aruco　28 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/28

るるぶ銀座線　　（るるぶ情報版 関東） JTBパブリッシング 291.3/ﾙ/

　＊　３００  社会科学　＊

活動報告 中山 千夏／著 講談社 310.4/ﾅ/

世界権力者図鑑　2018 中田 安彦／著 ビジネス社 312.8/ﾅ/

社長の「まわり」の仕事術　　（しごとのわ） 上阪 徹／著 インプレス 335.1/ｳ/

輝く女性起業家16人 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/

チェンジ・ワーキング 平山 信彦／著 翔泳社 336/ﾋ/

女性人材の活躍　2017 日本生産性本部ダイバーシティ推進センター／編集 日本生産性本部生産性労働情報センター 336.4/ﾆ/17

めんどうな女子社員の扱い方　　（DO BOOKS） 山田 英司／著 同文舘出版 336.4/ﾔ/

デスクと気持ちの片づけで見違える、わたしの仕事時間　　（正しく暮らすシリーズ） Emi／著 ワニブックス 336.5/ｴ/

貯金ゼロ・知識ゼロ・忍耐力ゼロからのとってもやさしいお金のふやし方 竹川 美奈子／著 朝日新聞出版 338.1/ﾀ/



北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） オーサ・イェークストロム／著 KADOKAWA 361.5/ｲ/

地方に生きる若者たち 石井 まこと／編 旬報社 361.7/ｲ/

「働き方改革」の不都合な真実 常見 陽平／著 イースト・プレス 366.1/ﾂ/

過労死ゼロの社会を 高橋 幸美／著 連合出版 366.9/ﾀ/

エンパワーメント 大崎 麻子／著 経済界 367.1/ｵ/

フェミニストとオタクはなぜ相性が悪いのか 香山 リカ／著 イースト・プレス 367.1/ｶ/

誰も教えてくれなかった子どものいない人生の歩き方 くどう みやこ／著 主婦の友社 367.1/ｸ/

ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア 瀬地山 角／編著 勁草書房 367.2/ｾ/

よりよく生き延びる せんだい男女共同参画財団／編 新潮社図書編集室 367.2/ｾ/

イスラーム・ジェンダー学の構築に向けて 長沢　栄治 東京大学東洋文化研究所 367.2/ﾅ/

母・娘・祖母が共存するために 信田 さよ子／著 朝日新聞出版 367.3/ﾉ/

国際結婚と多文化共生 佐竹 眞明／編著 明石書店 367.4/ｻ/

サイレントマザー 石川 瞭子／編著 青弓社 367.6/ｲ/

あなたが気づかないだけで神様もゲイもいつもあなたのそばにいる 平良 愛香／著 学研プラス 367.9/ﾀ/

認知症の人の気持ちがよくわかる聞き方・話し方 鈴木 みずえ／監修 池田書店 369.2/ｽ/

障害者が街を歩けば差別に当たる?! DPI日本会議／編 現代書館 369.2/ﾃﾞ/

精神障がいのある親に育てられた子どもの語り 横山 恵子／編著 明石書店 369.2/ﾖ/

女性のための防災BOOK　　（MAGAZINE HOUSE MOOK） マガジンハウス 369.3/ﾏ/

母親の孤独から回復する　　（講談社選書メチエ） 村上 靖彦／著 講談社 369.4/ﾑ/

性的虐待を受けた子どもの施設ケア 八木 修司／編著 明石書店 369.4/ﾔ/

いじめの正体 和田 慎市／著 共栄書房 371.4/ﾜ/

授業がもっと楽しくなる!学校で使いたいことわざ 時田 昌瑞／監修 大修館書店 375.1/ﾄ/

就職四季報女子版　2019年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 377.9/ﾄ/

うちの子は字が書けない 千葉 リョウコ／著 ポプラ社 378/ﾁ/

頭がよくなる子どもとの遊びかた 小川 大介／著 大和書房 379.9/ｵ/

バクノビ 坪田 信貴／著 KADOKAWA 379.9/ﾂ/

ヒトは何故それを食べるのか 佐竹 元吉／著 中央法規出版 383.8/ﾋ/

　＊　４００  自然科学　＊

さよならのかたち 浅沼 絵美／著 文芸社 490.1/ｱ/

私がアルビノについて調べ考えて書いた本 望月 重信／著 生活書院 493.1/ﾔ/

明日も、アスペルガーで生きていく。 国実 マヤコ／著 ワニブックス 493.7/ｸ/

女60代からは、病は気から、老いも気から。 野末 悦子／著 大和出版 495/ﾉ/

女性のつらい「めまい」は朝・夜1分の体操でよくなる! 新井 基洋／著 PHP研究所 496.6/ｱ/

見た目とカラダとココロがまいにち若返る人の習慣 根来 秀行／著 日本文芸社 498.3/ﾈ/

思春期リプロダクティブヘルス<ARH>プロジェクトを経験して 高木 史江／著 幻冬舎メディアコンサルティング 498.7/ﾀ/

「はたらく」を支える!女性のメンタルヘルス 丸山 総一郎／編著 南山堂 498.8/ﾏ/



　＊　５００  技術　＊

人生が変わるリフォームの教科書 水越 美枝子／著 講談社 527/ﾐ/

シェアハウス図鑑 篠原 聡子／編著 彰国社 527.1/ｼ/

プチプラ服でも「おしゃれ!」と言われる人には秘密がある プチプラのあや／著 扶桑社 589.2/ﾌﾟ/

おとなのときめきふだん着物 きくち いま／著 河出書房新社 593.8/ｷ/

なぜか美人に見える人は髪が違う 津村 佳奈／著 大和書房 595.4/ﾂ/

大原千鶴の酒肴になる「おとな鍋」 大原 千鶴／著 世界文化社 596/ｵ/

子どもに食べさせたいすこやかごはん おかあさんの輪／著 暮しの手帖社 596/ｵ/

ラクやせおかず　　（エイムック ei cooking） 金丸 絵里加／[著] エイ出版社 596/ｶ/

毎日食べても飽きない!みんなのこだわり鍋　　（ESSE the BEST） 扶桑社 596/ﾌ/

酔っぱらってても作れる10分おつまみ 山脇 りこ／著 KADOKAWA 596/ﾔ/

老舗に教わる抹茶おやつ 京都・丸久小山園／監修 世界文化社 596.6/ｼ/

バターなしでリッチに仕上げるオイルケーキ 吉野 陽美／著 講談社 596.6/ﾖ/

バターを使わないコーヒー、紅茶、日本茶のお菓子 吉川 文子／著 文化学園文化出版局 596.6/ﾖ/

フライパンで作れるまあるいクッキーとタルトとケーキ 若山 曜子／著 ワニブックス 596.6/ﾜ/

北九州カフェ日和すてきなCAFEさんぽ 月刊はかた編集室／著 メイツ出版 596.7/ｹﾞ/

みんなの収納・片づけ日記 みんなの日記編集部／著 翔泳社 597.5/ﾐ/

人生を思い通りに操る片づけの心理法則 メンタリストDaiGo／著 学研プラス 597.5/ﾒ/

座敷わらしに好かれる部屋、貧乏神が取りつく部屋 伊藤 勇司／著 WAVE出版 597.9/ｲ/

家事代行のプロが教えるかしこいそうじ術 CaSy／著 学研プラス 597.9/ｶ/

掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会／著 エクスナレッジ 597.9/ﾆ/

ナチュラル洗剤そうじ術 本橋 ひろえ／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 597.9/ﾓ/

母脳 黒川 伊保子／著 ポプラ社 599/ｸ/

卒母のススメ 西原理恵子+卒母ーズ／著 毎日新聞出版 599/ｻ/

　＊　６００  産業　＊

Venetia's Ohara Gardening Diary ベニシア・スタンリー・スミス／著 世界文化社 617.6/ｽ/

　＊　７００  芸術　＊

金の国水の国　　（FLOWER COMICS α SPECIAL） 岩本 ナオ／著 小学館 726.1/ｲ/

さよならしきゅう 岡田　有希 講談社 726.1/ｵ/

あなたが笑うと、あなたの大切な人が笑うよ 西原 理恵子／著 毎日新聞出版 726.1/ｻ/

今日もお天気　誕生編 桜沢　エリカ 祥伝社 726.1/ｻ/

今日もお天気　小学校卒業編　　（フィールコミックス） 桜沢　エリカ／著 祥伝社 726.1/ｻ/

大家さんと僕 矢部 太郎／著 新潮社 726.1/ﾔ/

デザイン。知らないと困る現場の新・100のルール MdN編集部／編 エムディエヌコーポレーション 727/ｴ/

販売員だった私が売れっ子?フォトグラファーになるまで 保坂 さほ／著 玄光社 740.7/ﾎ/

はじめてのニューボーンフォト 荒原 文／著 河出書房新社 743.4/ｱ/



自分実現力 冨永 裕輔／著 言視舎 767.8/ﾄ/

マンガでわかる発達障害の僕が羽ばたけた理由 栗原 類／著 KADOKAWA 779.9/ｸ/

　＊　８００  言語　＊

3秒で心をつかみ10分で信頼させる聞き方・話し方 小西 美穂／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 809.2/ｺ/

形容詞を使わない大人の文章表現力 石黒 圭／著 日本実業出版社 816.2/ｲ/

　＊　９００  文学　＊

女性・ことば・表象　　（熊本県立大学文学部論叢） 村里 好俊／編著 大阪教育図書 902/ﾑ/

おちゃめに100歳!寂聴さん 瀬尾 まなほ／著 光文社 910.2/ｾ/

古典のすすめ　　（角川選書） 谷 知子／著 KADOKAWA 910.2/ﾀ/

マンガでわかる人工知能 三宅 陽一郎／監修 池田書店 007.1/ﾏ/

短歌でめぐる九州・沖縄 桜川 冴子／[編]著 書肆侃侃房 911.1/ｻ/

夏井いつきの「雪」の歳時記 夏井 いつき／著 世界文化社 911.3/ﾅ/

私の女性詩人ノート　2 たかとう 匡子／著 思潮社 911.5/ﾀ/2

なんでこうなるのッ?! 大宮 エリー／著 毎日新聞出版 914.6/ｵ/

忘れる女、忘れられる女 酒井 順子／著 講談社 914.6/ｻ/

オンナの値段 鈴木 涼美／著 講談社 914.6/ｽ/

TOKYO海月通信 中野 翠／著 毎日新聞出版 914.6/ﾅ/

かるい生活 群 ようこ／著 朝日新聞出版 914.6/ﾑ/

医者が妻を看取る 小野寺 久／著 中央公論新社 916/ｵ/

ちんちんのないお父さん 川崎 和真／著 文芸社 916/ｶ/

うちの子になりなよ 古泉 智浩／著 イースト・プレス 916/ｺ/

この地獄を生きるのだ 小林 エリコ／著 イースト・プレス 916/ｺ/

天国に一番近い会社に勤めていた話 ハルオサン／著 KADOKAWA 916/ﾊ/

女子と乳がん 松 さや香／著 扶桑社 916/ﾏ/

死体展覧会　　（エクス・リブリス） ハサン・ブラーシム／著 白水社 929.7/ﾌﾞ/

ザ・ガールズ エマ・クライン／著 早川書房 933.7/ｸ/

ノーラ・ウェブスター　　（CREST BOOKS） コルム・トビーン／著 新潮社 933.7/ﾄ/

私の中のわたしたち オルガ・R.トゥルヒーヨ／著 国書刊行会 936/ﾄ/

北九州市の環境　平成29年度版 北九州市環境局 A080/ｷ/17

北九州市の環境　平成29年度版 北九州市環境局 CD-ROM 86//

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

きょうも傍聴席にいます　　（幻冬舎新書） 朝日新聞社会部／著 幻冬舎 G327.6/ｱ/

ブラック職場　　（光文社新書） 笹山 尚人／著 光文社 G366/ｻ/

「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす　　（光文社新書） 佐光 紀子／著 光文社 G367.2/ｻ/

ストーカー　　（中公新書ラクレ） 小早川 明子／著 中央公論新社 G368.6/ｺ/

　＊　Ｆ  小説　＊

28 加藤 ミリヤ／著 ポプラ社 F/ｶ/



異形のものたち 小池 真理子／著 KADOKAWA F/ｺ/

いのち 瀬戸内 寂聴／著 講談社 F/ｾ/

あいまい生活 深沢 潮／著 徳間書店 F/ﾌ/

ドレス 藤野 可織／著 河出書房新社 F/ﾌ/

ノーマンズランド 誉田 哲也／著 光文社 F/ﾎ/

ひよっこ社労士のヒナコ 水生 大海／著 文藝春秋 F/ﾐ/

意識のリボン 綿矢 りさ／著 集英社 F/ﾜ/

　＊　児童書　＊

大江戸文化へタイムワープ　　（歴史漫画タイムワープシリーズ 日本史BOOK） 市川 智茂／マンガ 朝日新聞出版 210/ｲ/

伊藤博文　　（小学館版学習まんが人物館） 季武 嘉也／監修 小学館 289/ｲ/

スティーブ・ジョブズ　　（小学館版学習まんが人物館） 大谷 和利／監修 小学館 289/ｼﾞ/

知里幸恵とアイヌ　　（小学館版学習まんが人物館） ひきの 真二／まんが 小学館 289/ﾁ/

13歳から知っておきたいLGBT+ アシュリー・マーデル／著 ダイヤモンド社 367/ﾏ/Z

クニマスは生きていた! 池田 まき子／著 汐文社 664/ｲ/

ジャングルのサバイバル　5　　（かがくるBOOK 大長編サバイバルシリーズ） 洪 在徹／文 朝日新聞出版 786/ﾎ/5

競技かるたで勝つ!百人一首教室　　（マンガでマスター） 坪田 翼／監修 ポプラ社 798/ｷ/

ホカリさんのゆうびんはいたつ はせがわ さとみ／作 文溪堂 913/ﾊ/

世界はまるい ガートルード・スタイン／文 KTC中央出版 933/ｽ/

　＊  絵本　＊

あたしのすきなもの、なぁんだ?　　（評論社の児童図書館・絵本の部屋） バーナード・ウェーバー／ぶん 評論社 E/ｱ/

いっせーのばあ 新井 洋行／作・絵 KADOKAWA E/ｲ/ﾍﾞﾋﾞｰ

IMAGINE ジョン・レノン／詩 岩崎書店 E/ｲ/

いろのかけらのしま　　（ポプラせかいの絵本） イ ミョンエ／作と絵 ポプラ社 E/ｲ/

1日10分でせかいちずをおぼえる絵本 あきやま かぜさぶろう／作 講談社 E/ｲ/

えがないえほん B.J.ノヴァク／さく 早川書房 E/ｴ/

おさかなどろぼう　　（わたしのえほん） いしい ひろし／作・絵 PHP研究所 E/ｵ/

おなかのなかで 島野 雫／作・絵 教育画劇 E/ｵ/

おねんねさんぽ よぎ まさゆき／さく キーステージ21 E/ｵ/

ぎゅっ ミフサマ／さく・え BL出版 E/ｷﾞ/

すきも、きらいも えんどう つばさ／ぶん 文芸社 E/ｽ/

たまごがあるよ 風木 一人／さく KADOKAWA E/ﾀ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ちびのミイとおかしなこづつみ　　（ミイのおはなしえほん） トーベ・ヤンソン／原作 徳間書店 E/ﾁ/

トンダばあさん 北村 裕花／作・絵 小さい書房 E/ﾄ/

どこかなあるかなさがしてねくまくんのクリスマス ゲルゲイ・ドゥーダース／さく 岩崎書店 E/ﾄ/

どうぶつマンションにようこそ　　（えほんのもり） 二宮 由紀子／文 文研出版 E/ﾄ/

にんじゃなんにんじゃ 中垣 ゆたか／作・絵 赤ちゃんとママ社 E/ﾆ/

ぱたぱたえほん　　（エンブックスの赤ちゃん絵本） miyauni／さく エンブックス E/ﾊﾟ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ママはしらないの? ふくだ いわお／作 光村教育図書 E/ﾏ/



ももちゃんとじゃまじゃまねことクリスマス にわ／さく マイクロマガジン社 E/ﾓ/

レモンちゃん　　（PHPにこにこえほん） さとう めぐみ／作・絵 PHP研究所 E/ﾚ/

ロッタのプレゼント　　（PHPにこにこえほん） まつお りかこ／作・絵 PHP研究所 E/ﾛ/


