
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

　＊　１００  哲学　＊

それゆけ!論理さん 仲島 ひとみ／著 筑摩書房 116/ﾅ/

孤独 榎本 博明／[著] クロスメディア・パブリッシング 141.6/ｴ/

自分を強くする動じない力 荒谷 卓／著 三笠書房 159/ｱ/

しんどいオカマのちょっと一杯いかがかしら? BSディム／著 KADOKAWA 159/ﾋﾞ/

あなたはあなたが使っている言葉でできている ゲイリー・ジョン・ビショップ／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 159/ﾋﾞ/

暮らしの「もやもや」整理術 松尾 たいこ／著 扶桑社 159/ﾏ/

1からはじめる 松浦 弥太郎／著 講談社 159/ﾏ/

ずんずん式★壮絶メンタルトレーニング ずんずん／著 すばる舎 159.4/ｽﾞ/

考え方の工夫 松浦 弥太郎／著 朝日新聞出版 159.4/ﾏ/

ありのまま輝くエフォートレスな生き方 関口 梓／著 大和書房 159.6/ｾ/

LIFE IS BEAUTYー美しく幸せに生きるための逆算思考 藤原 美智子／著 集英社 159.6/ﾌ/

笑える腹立つ(ムカつく)イスラム夫と共存中 ハスナ／著 飛鳥新社 167/ﾊ/

シンプルな人は、いつも幸せ 枡野 俊明／著 廣済堂出版 188.8/ﾏ/

障害を抱きしめて 鈴木 文治／著 ぷねうま舎 190.4/ｽ/

わたしはよろこんで歳をとりたい イェルク・ツィンク／著 エイ出版社 198.3/ﾂ/

　＊　２００  歴史　＊

やさしい日本史　　（マンガで教養） 本郷 和人／監修 朝日新聞出版 210.1/ﾎ/

祇園、うっとこの話 [吉村 薫／述] 平凡社 289.1/ﾖ/

私が愛する世界　　（亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ） ソニア・ソトマイヨール／著 亜紀書房 289.3/ｿ/

福岡発日帰り大人の小さな旅　Vol.2　　（昭文社ムック） 昭文社 291.9/ﾌ/2

　＊　３００  社会科学　＊

今さら聞けない!政治のキホンが2時間で全部頭に入る 馬屋原 吉博／著 すばる舎 312.1/ｳ/

結婚移住女性のメンタルヘルス 一條 玲香／著 明石書店 334.4/ｲ/

世界のビジネスリーダーがいまアートから学んでいること ニール・ヒンディ／[著] クロスメディア・パブリッシング 335/ﾋ/

いちばん大切なのに誰も教えてくれない段取りの教科書 水野 学／著 ダイヤモンド社 336.2/ﾐ/

「年上の部下」をもったら読む本 濱田 秀彦／著 きずな出版 336.4/ﾊ/

福岡人はなぜ超活躍するのか 長崎 洋二／著 河出書房新社 361.4/ﾅ/

地域から生まれる公共性　　（MINERVA社会学叢書） 田中 重好／著 ミネルヴァ書房 361.7/ﾀ/

最新知りたいことがパッとわかる労働基準法がすっきりわかる本 多田 智子／著 ソーテック社 366.1/ﾀ/



パパとママの育児戦略 ファザーリング・ジャパン／著 repicbook 366.3/ﾌ/

DVはなおる　続 ジャパンマシニスト社 367.1/ﾃﾞ/2

WORK DESIGN イリス・ボネット／著 NTT出版 367.1/ﾎﾞ/

ムスリム女性に救援は必要か ライラ・アブー=ルゴド／著 書肆心水 367.2/ｱ/

アラフィフさんいらっしゃ～い！ 青沼 貴子／著 KADOKAWA 367.7/ｱ/

超高齢社会　第3弾　　（JIHYO BOOKS） 辻 哲夫／総監修 時評社 367.7/ﾁ/

超高齢社会　第4弾　　（JIHYO BOOKS） 時評社 367.7/ﾁ/

オトナの保健室 朝日新聞「女子組」取材班／著 集英社 367.9/ｱ/

カミングアウト ジョン・ブラウン／著 英治出版 367.9/ﾌﾞ/

社会を希望で満たす働きかた 今中 博之／著 朝日新聞出版 369/ｲ/

あなたが介護で後悔する35のこと　　（介護ライブラリー） 上村 悦子／著 講談社 369.2/ｳ/

シングルマザー自立への道 江成 道子／著 啓文社書房 369.4/ｴ/

プログラミング教育ってなに? 石戸 奈々子／著 ジャムハウス 375.1/ｲ/

ブラック校則 荻上 チキ／編著 東洋館出版社 375.2/ｵ/

　＊　４００  自然科学　＊

性そのもの　　（叢書・ウニベルシタス） サラ・S.リチャードソン／著 法政大学出版局 467.3/ﾘ/

乳がんに負けない!あなたの命を守る食事 家庭栄養研究会／編 食べもの通信社 495.4/ｶ/

女性のおしっこ問題(トラブル)を解決する本 楠山 弘之／著 同文書院 495.4/ｸ/

不妊、当事者の経験 竹田 恵子／著 洛北出版 495.4/ﾀ/

大酒飲み・美食家が多いのに長寿大国フランスの医師が教える健康法 ミシェル・シメス／著 大和書房 498.3/ｼ/

季節の薬膳 猪俣 稔成／編著 緑書房 498.5/ｲ/

4日間でやせる!ヨーグルトファスティング　　（FYTTEハッピー?ボディBOOK） FYTTE編集部／編 学研プラス 498.5/ﾌ/

ドイツのナチュラルコスメ・ハーバルライフ 山口 久美子／著 パイインターナショナル 499.8/ﾔ/

　＊　５００  技術　＊

YUKI TORII TOTAL COORDINATE BOOK 鳥居 ユキ／著 世界文化社 589.2/ﾄ/

正直、服はめんどくさいけれどおしゃれに見せたい のどか／著 ダイヤモンド社 589.2/ﾉ/

マクラメハンギング 主婦の友社／編 主婦の友社 594.3/ｼ/

ニットのヘアアクセサリー 神宮司 芳子／著 文化学園文化出版局 594.3/ｼﾞ/

大人の女よ!もっと攻めなさい　　（ずっと美しい人BOOKS） 齋藤 薫／著 集英社インターナショナル 595/ｻ/

グレイヘアの美しい人　　（主婦の友生活シリーズ） 主婦の友社 595.4/ｸﾞ/

忙し女子のための料理上手になるらくちん弁当 亀山 泰子／著 イカロス出版 596.4/ｶ/

マンガでよくわかる子どもが伸びるがんばらない子育て 山本 ユキコ／著 フォレスト出版 599/ﾔ/

　＊　７００  芸術　＊

生理ちゃん 小山 健／著 KADOKAWA 726.1/ｺ/

大奥　第15巻　　（YOUNG ANIMAL COMICS） よしなが ふみ／著 白泉社 726.1/ﾖ/15

このとおりにやれば必ずキレイに写せる子ども写真の撮り方 椎名 トモミ／著 日本実業出版社 743.4/ｼ/



女ですもの泣きはしない 湯川 れい子／著 KADOKAWA 764.7/ﾕ/

　＊　８００  言語　＊

すぐに使えて一生役立つ大人の語彙力　　（できる大人の教養書） リベラル社／編集 リベラル社 810.4/ﾘ/

　＊　９００  文学　＊

またここか 坂元 裕二／著 リトルモア 912.6/ｻ/

六十歳からの人生 曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿ/

エマソンと社会改革運動 西尾 ななえ／著 彩流社 930.2/ﾆ/

パワー ナオミ・オルダーマン／著 河出書房新社 933.7/ｵ/

夜のふたりの魂 ケント・ハルフ／著 河出書房新社 933.7/ﾊ/

エヴリデイ　　（Sunnyside Books） デイヴィッド・レヴィサン／作 小峰書店 933.7/ﾚ/

ブリット=マリーはここにいた フレドリック・バックマン／著 早川書房 949.8/ﾊﾞ/

　＊　Ｆ  小説　＊

ハラスメントゲーム 井上 由美子／著 河出書房新社 F/ｲ/

人間狩り 犬塚 理人／著 KADOKAWA F/ｲ/

日本史10人の女たち 佐々木 和歌子／著 ウェッジ F/ｻ/

たてがみを捨てたライオンたち 白岩 玄／著 集英社 F/ｼ/

どんまい 重松 清／著 講談社 F/ｼ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

「身体(からだ)を売る彼女たち」の事情　　（ちくま新書） 坂爪 真吾／著 筑摩書房 G368.4/ｻ/

パパ活の社会学　　（光文社新書） 坂爪 真吾／著 光文社 G368.4/ｻ/

消えた子供　　（集英社文庫） クリス・ウィタカー／著 集英社 G933.7/ｳ/

無痛の子　　（小学館文庫） リサ・ガードナー／著 小学館 G933.7/ｶﾞ/

書店ガール　　（ＰＨＰ文芸文庫） 碧野　圭／著 ＰＨＰ研究所 GF/ｱ/1

　＊　児童書　＊

世界とつながるみんなの宗教ずかん　　（見る知る考えるずかん） 中村 圭志／監修 ほるぷ出版 160/ﾅ/

季節の10分スイーツ しらいし やすこ／著 理論社 596/ｼ/

ジャングルのサバイバル　10　　（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/10

15歳までに知っておきたい言葉1800 早稲田スクール／監修 学研プラス 814/ﾜ/

6年1組黒魔女さんが通る!!　06　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/6

14歳、明日の時間割 鈴木 るりか／著 小学館 913/ｽ/Z

　＊  絵本　＊

おばけれっしゃ しのだ こうへい／作・絵 ひさかたチャイルド E/ｵ/

おたんじょうびの2つのたまご ジェニファー・K.マン／作 光村教育図書 E/ｵ/

クリスマスのおかいもの ルー・ピーコック／ぶん ほるぷ出版 E/ｸ/

クレーンからおりなさい!! ティベ・フェルトカンプ／作 フレーベル館 E/ｸ/

ノラネコぐんだん おばけのやま　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 E/ﾉ/



はたらきママとほいくえんちゃん のぶみ／さく WAVE出版 E/ﾊ/

ムカッやきもちやいた かさい まり／さく くもん出版 E/ﾑ/


