
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

　＊　１００  哲学　＊

アイデアのスイッチ! 中沢 剛／著 ダイヤモンド社 141.5/ﾅ/

感情とはそもそも何なのか 乾 敏郎／著 ミネルヴァ書房 141.6/ｲ/

生きづらいあなたには「見捨てられ不安」がある! 妹尾 まみ／著 主婦の友社 146.8/ｾ/

アラサー星占い Love Me Do／著 学研プラス 148.8/ﾗ/

医者が教える最強の恋愛サイエンス 吉田 たかよし／著 双葉社 152.1/ﾖ/

やめたら幸せになる妻の習慣 ヒロコ・グレース／著 WAVE出版 152.4/ﾋ/

ブレイクダウン・ザ・ウォール 尾原 蓉子／著 日本経済新聞出版社 159.4/ｵ/

50歳の衝撃 山本 直人／著 日経BP社 159.4/ﾔ/

　＊　２００  歴史　＊

こだわり女子旅行　　（旅の手帖MOOK） 交通新聞社 291/ｺ/

　＊　３００  社会科学　＊

未来をはじめる 宇野 重規／著 東京大学出版会 311/ｳ/

憲法ガール　2 大島 義則／著 法律文化社 323.1/ｵ/2

女性のための相続の手続きがきちんとわかるハンドブック 杉本 祐子／文 主婦の友社 324.7/ｽ/

ひとり戸籍の幼児問題とマイノリティの人権に関する研究 稲垣 陽子／著 公人の友社 324.8/ｲ/

家(チベ)の歴史を書く 朴 沙羅／著 筑摩書房 334.4/ﾊﾟ/

キッチンで読むビジネスのはなし 一田 憲子／著 KADOKAWA 335.1/ｲ/

エシカル・アントレプレナーシップ 横山 恵子／編著 中央経済社 335.8/ﾖ/

人前で30分話すためのプロの実践テクニック　　（DO BOOKS） 麻生 けんたろう／著 同文舘出版 336.4/ｱ/

会話力速効ドリル 石田 章洋／著 新星出版社 336.4/ｲ/

マンガでわかる!仕事も人間関係もうまくいく「気遣い」のキホン 三上 ナナエ／著 すばる舎 336.4/ﾐ/

プレゼン資料劇的改善テクニック 吉岡 豊／著 秀和システム 336.4/ﾖ/

偏見や差別はなぜ起こる? 北村 英哉／編 ちとせプレス 361.4/ｷ/

過重労働・ハラスメント訴訟　　（企業訴訟実務問題シリーズ） 森・濱田松本法律事務所／編 中央経済社 366.1/ﾓ/

20代の転職成功者は何から始めたのか? 20代の転職相談所／著 クロスメディア・パブリッシング 366.2/ﾌﾞ/

家族・地域のなかの女性と労働 木本 喜美子／編著 明石書店 366.3/ｷ/

フェミニスト・ファイト・クラブ ジェシカ・ベネット／著 海と月社 366.3/ﾍﾞ/



パワハラをなくす教科書 和田 隆／著 方丈社 366.3/ﾜ/

しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム 望月 衣塑子／対談 梨の木舎 367.1/ﾓ/

女性白書　2018 日本婦人団体連合会／編 ほるぷ出版 367.2/ﾆ/18

母と娘の心理臨床 内田 利広／著 金子書房 367.3/ｳ/

毒親サバイバル 菊池 真理子／著 KADOKAWA 367.3/ｷ/

子連れ離婚を考えたときに読む本 新川 てるえ／著 日本実業出版社 367.4/ｼ/

セックスワーク・スタディーズ SWASH／編 日本評論社 367.9/ｽ/

人身売買と貧困の女性化 島崎 裕子／著 明石書店 368.4/ｼ/

Amazonで買えちゃう女子のための必携安心グッズ　　（マイウェイムック） マイウェイ出版 368.6/ｱ/

対人援助の作法 竹田 伸也／編著 中央法規出版 369.1/ﾀ/

貧困のなかにいる子どものソーシャルワーク 大西 良／編著 中央法規出版 369.4/ｵ/

　＊　４００  自然科学　＊

性とジェンダー　　（別冊日経サイエンス SCIENTIFIC AMERICAN 日本版） 日経サイエンス編集部／編 日経サイエンス 491.3/ﾆ/

セックス/ジェンダー アン・ファウスト‐スターリング／著 世織書房 491.3/ﾌ/

がんばらないストレッチ 田川 直樹／著 主婦の友インフォス 492.7/ﾀ/

女性のがんと外見ケア 分田 貴子／著 枻出版社 494.5/ﾜ/

どんなに眠りが浅い人でも快眠美人になる方法 稲木 千明／著 青月社 498.3/ｲ/

「腹ペタ」スープダイエット　　（講談社の実用BOOK） 藤井 香江／著 講談社 498.5/ﾌ/

　＊　５００  技術　＊

はじめて作る小さな手まり　　（レディブティックシリーズ） 木原 小夜／[著] 枻出版社 594.9/ｷ/

親に作って届けたい、つくりおき 林 幸子／著 大和書房 596/ﾊ/

帰って10分絶品おかず 武蔵 裕子／著 新星出版社 596/ﾑ/

お母さんみたいな母親にはなりたくないのに 田房 永子／著 河出書房新社 599/ﾀ/

　＊　６００  産業　＊

農家女性の戦後史 姉歯 曉／著 こぶし書房 611.9/ｱ/

対面・電話・メールまでクレーム対応「完全撃退」マニュアル 援川 聡／著 ダイヤモンド社 673.3/ｴ/

反響を呼ぶデザインのアイデア パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 674.3/ﾊﾟ/

　＊　７００  芸術　＊

THE ATLAS OF BEAUTY ミハエラ・ノロック／写真・文 パイインターナショナル 748/ﾉ/

　＊　９００  文学　＊

日本のヤバい女の子 はらだ 有彩／著 柏書房 910.2/ﾊ/

いいたいことがあります! 魚住 直子／著 偕成社 913.6/ｳ/

働く女性に贈る27通の手紙 小手鞠 るい／著 産業編集センター 914.6/ｺ/

にゃんともしんどい!10年こじらせ脱うつ日記 逢川 里羅／著 枻出版社 916/ｱ/

中年マンガ家ですが介護ヘルパー続けてます 吉田 美紀子／著 双葉社 916/ﾖ/



見えない違い ジュリー・ダシェ／原作 花伝社 956/ﾀﾞ/

　＊　Ｆ  小説　＊

向日葵のある台所 秋川 滝美／著 KADOKAWA F/ｱ/

ことことこーこ 阿川 佐和子／著 KADOKAWA F/ｱ/

七つの試練　　（池袋ウエストゲートパーク） 石田 衣良／著 文藝春秋 F/ｲ/

緑の花と赤い芝生 伊藤 朱里／著 中央公論新社 F/ｲ/

一緒にお墓に入ろう 江上 剛／著 扶桑社 F/ｴ/

アリバイ崩し承ります 大山 誠一郎／著 実業之日本社 F/ｵ/

一度だけ 益田 ミリ／著 幻冬舎 F/ﾏ/

愛なき世界 三浦 しをん／著 中央公論新社 F/ﾐ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

ルポひきこもり未満　　（集英社新書） 山折 哲雄／著 集英社 G367.7/ｲ/

もしかして、私、大人のADHD?　　（光文社新書） 中島 美鈴／著 光文社 G493.7/ﾅ/

食べる女　　（新潮文庫） 筒井 ともみ／著 新潮社 GF/ﾂ/

みずうみの妻たち　上　　（角川文庫） 林 真理子／[著] KADOKAWA GF/ﾊ/1

みずうみの妻たち　下　　（角川文庫） 林 真理子／[著] KADOKAWA GF/ﾊ/2

　＊　児童書　＊

国際化の時代に生きるためのQ&A　1 創元社 316/ｺ/1

国際化の時代に生きるためのQ&A　2 創元社 316/ｺ/2

知っていますか?SDGs 日本ユニセフ協会／制作協力 さ・え・ら書房 333/ﾆ/

　＊  絵本　＊

いじめているきみへ 春名 風花／ぶん 朝日新聞出版 E/ｲ/

わたしの島をさがして ジュノ・ディアス／作 汐文社 E/ｴ/

かぜのひ サム・アッシャー／作・絵 徳間書店 E/ｶ/

しょくぱんちゃん6しまい　　（たんぽぽえほんシリーズ） ささき みお／作・絵 鈴木出版 E/ｼ/

タローズ モラグ・フッド／作 小学館 E/ﾀ/

ちいさなエリオット ひとりじゃないよ マイク・クラトウ／作 マイクロマガジン社 E/ﾁ/

トコトコバス　　（講談社の創作絵本） 高橋 和枝／作 講談社 E/ﾄ/

ハンバーガーをつくろう!　　（いっしょにたのしくおりょうりたいけんえほん） 新井 洋行／作 ほるぷ出版 E/ﾊ/ﾍﾞﾋﾞｰ

パフェをつくろう!　　（いっしょにたのしくおりょうりたいけんえほん） 新井 洋行／作 ほるぷ出版 E/ﾊﾟ/ﾍﾞﾋﾞｰ

プリンちゃんのハロウィン なかがわ ちひろ／ぶん 理論社 E/ﾌﾟ/

ポケットに色をつめこんで エイミー・グリエルモ／文 フレーベル館 E/ﾎﾟ/

マカロンのかいかた　　（「パティシエのモンスター」シリーズ） かわむら げんき／さく 小学館 E/ﾏ/

わたしたちだけのときは デイヴィッド・アレキサンダー・ロバートソン／文 岩波書店 E/ﾜ/


