
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　＊

後悔しないためのロジカルな意思決定スマートチョイス 日沖 健／著 産業能率大学出版部 141.5/ﾋ/

“妻の地雷”を踏まない本 鶴田 豊和／著 ぴあ 143.5/ﾂ/

生きる意味 アルフレッド・アドラー／著 興陽館 146.1/ｱ/

他者の影 ジェシカ・ベンジャミン／[著] みすず書房 146.1/ﾍﾞ/

自分を好きになりたい。 わたなべ ぽん／著 幻冬舎 146.8/ﾜ/

幸運を呼び込むすごい!!おそうじ風水 紫月 香帆／[著] 神宮館 148.5/ｼ/

おつかれ女子のウェルネス手帳 ウェルネスデザイン研究所／編 幻冬舎 159.6/ｳ/

　＊　２００  歴史　＊

母とヨーロッパへ行く 太田 篤子／著 講談社 293/ｵ/

　＊　３００  社会科学　＊

THE LAST GIRL ナディア・ムラド／著 東洋館出版社 302.2/ﾑ/

わたしの町は戦場になった ミリアム・ラウィック／著 東京創元社 302.2/ﾗ/

ノニーン! スサンナ ペッテルソン／[著] ネコ・パブリッシング 302.3/ﾍﾟ/

政治を再建する、いくつかの方法 大山 礼子／著 日本経済新聞出版社 312.1/ｵ/

公務員のためのハラスメント防止対策 高嶋 直人／著 ぎょうせい 317.3/ﾀ/

地方を変える女性たち 麓 幸子／著 日経BP社 318.6/ﾌ/

女性のための「起業の教科書」 豊増 さくら／編著 日本実業出版社 335/ﾄ/

ケーススタディ職場のLGBT 寺原 真希子／編集代表 ぎょうせい 336.4/ﾄ/

社会学はどこから来てどこへ行くのか 岸 政彦／著 有斐閣 361/ｼ/

労働運動を切り拓く 浅倉 むつ子／編著 旬報社 366.3/ｱ/

わたし8歳、職業、家事使用人。 日下部 尚徳／著 合同出版 366.3/ｸ/

働く女子と罪悪感 浜田 敬子／著 集英社 366.3/ﾊ/

ここからセクハラ! 牟田 和恵／著 集英社 366.3/ﾑ/

過労死落語を知ってますか 桂 福車／著 新日本出版社 366.9/ｶ/

イギリス女性運動史 レイ・ストレイチー／著 みすず書房 367.2/ｽ/

東大を出たあの子は幸せになったのか 樋田 敦子／著 大和書房 367.2/ﾋ/

シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢 さよ子／編 大月書店 367.7/ｵ/

LGBTと家族のコトバ LGBTER／著 双葉社 367.9/ｴ/

ゲイだけど質問ある? 鈴掛 真／著 講談社 367.9/ｽ/

少年と罪 中日新聞社会部／編 ヘウレーカ 368.7/ﾁ/



100歳時代の新しい介護哲学 久田 恵／編著 現代書館 369.1/ﾋ/

あなたのオムツは誰が替える? 平川 晃／著 アチーブメント出版 369.2/ﾋ/

ゆりかごにそっと 蓮田 太二／著 方丈社 369.4/ﾊ/

ダイバーシティ時代の教育の原理 藤田 由美子／編著 学文社 371/ﾌ/

先生、ぼくら、しょうがいじなん? 成沢 真介／著 現代書館 378/ﾅ/

パパのための娘トリセツ　　（こころライブラリー） 小野寺 敦子／監修 講談社 379.9/ﾊﾟ/

遊廓へ 花房 ゆい／著 柏書房 384.9/ﾊ/

　＊　４００  自然科学　＊

世界と科学を変えた52人の女性たち レイチェル・スワビー／著 青土社 402.8/ｽ/

妊娠糖尿病からわたしとベビーを救った奇跡のメソッド　　（preco book） 金子 洋子／著 からだにいいこと 493.1/ｶ/

この先どうすればいいの?18歳からの発達障害　　（心のお医者さんに聞いてみよう） 宮尾 益知／監修 大和出版 493.7/ｺ/

会食恐怖症を卒業するために私たちがやってきたこと 山口 健太／著 内外出版社 493.7/ﾔ/

女性のための漢方生活レッスン 薬日本堂／監修 主婦の友社 495/ｼﾞ/

乳がんのことがよくわかる本　　（健康ライブラリー） 山内 英子／監修 講談社 495.4/ﾆ/

i‐wish…ママになりたい 不妊治療情報センター／編集 シオン 495.4/ﾌ/

男性も女性も知っておきたい妊娠・出産のリテラシー 齊藤 英和／編 大修館書店 495.6/ｻ/

「キレイになりたい」「健康でいたい」「やせたい」を一度に叶える 中村 利恵／著 海竜社 498.5/ﾅ/

オトナ女子の薬膳的セルフケア大全 水田 小緒里／著 ソーテック社 498.5/ﾐ/

　＊　５００  技術　＊

つちのこもりた 籠田　淳子 けんちくけんせつ女学校 520.9/ｺ/

新大人の普段着　　（ナチュリラ別冊） 金子 敦子／著 主婦と生活社 589.2/ｶ/

おしゃれ自由宣言! 黒田 知永子／著 ダイヤモンド社 589.2/ｸ/

50代からの暮らしの整え方 Rin／著 オーバーラップ 590/ﾘ/

かぎ針編みのスパイラル冬こもの　　（Asahi Original） アップルミンツ 594.3/ｶ/

だから私はメイクする 劇団雌猫／著 柏書房 595/ｹﾞ/

ボスメイク JunJun／著 小学館 595.5/ｼﾞ/

これが男の本気メシ 今井 亮／著 成美堂出版 596/ｲ/

アフロえみ子の四季の食卓 稲垣 えみ子／著 マガジンハウス 596/ｲ/

りんご、レモン、いちご、栗のお菓子と料理 有元 葉子／著 文化学園文化出版局 596.3/ｱ/

じゃがいも×ワタナベマキ=食感　　（食の方程式） ワタナベ マキ／著 誠文堂新光社 596.3/ﾜ/

予約の取れない家政婦タスカジさんのラク家事BOOK タスカジ／監修 扶桑社 597.9/ﾖ/

マンガでわかる!妊娠・出産はじめてBOOK アベ ナオミ／著 KADOKAWA 598.2/ｱ/

　＊　７００  芸術　＊

鼓に生きる 田中 佐太郎／著 淡交社 774.7/ﾀ/

妊活ダイアリーFromブス恋 鈴木 おさむ／著 マガジンハウス 779.1/ｽ/

　＊　8００  言語　＊

即効!成果が上がる文章の技術 尾藤 克之／著 明日香出版社 816/ﾋﾞ/



　＊　９００  文学　＊

家父長制と近代女性文学 長谷川 啓／著 彩流社 910.2/ﾊ/

おばちゃん介護道 山口 恵以子／著 大和出版 914.6/ﾔ/

「違うこと」をしないこと 吉本 ばなな／著 KADOKAWA 914.6/ﾖ/

お別れの色　　（どくだみちゃんとふしばな） 吉本 ばなな／著 幻冬舎 914.6/ﾖ/

夫ストレス 奥田 三恵子／著 文芸社 916/ｵ/

うちの子もいじめられました 鈴木 真治／著 WAVE出版 916/ｽ/

クネレルのサマーキャンプ エトガル・ケレット／著 河出書房新社 929.7/ｹ/

スウィートビター　　（BLOOM COLLECTION） ステファニー・ダンラー／著 TAC株式会社出版事業部 933.7/ﾀﾞ/

　＊　Ｆ  小説　＊

人生のピース 朝比奈 あすか／著 双葉社 F/ｱ/

フーガはユーガ 伊坂 幸太郎／著 実業之日本社 F/ｲ/

それでも空は青い 荻原 浩／著 KADOKAWA F/ｵ/

不意撃ち 辻原 登／著 河出書房新社 F/ﾂ/

リトルガールズ 錦見 映理子／著 筑摩書房 F/ﾆ/

神さまを待っている 畑野 智美／著 文藝春秋 F/ﾊ/

愉楽にて 林 真理子／著 日本経済新聞出版社 F/ﾊ/

常設展示室 原田 マハ／[著] 新潮社 F/ﾊ/

平成くん、さようなら 古市 憲寿／著 文藝春秋 F/ﾌ/

昨日がなければ明日もない　　（[杉村三郎シリーズ]） 宮部 みゆき／著 文藝春秋 F/ﾐ/

はつ恋 村山 由佳／著 ポプラ社 F/ﾑ/

雨上がりの川 森沢 明夫／著 幻冬舎 F/ﾓ/

熱帯 森見 登美彦／著 文藝春秋 F/ﾓ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

自炊力　　（光文社新書） 白央 篤司／著 光文社 G596/ﾊ/

5日で学べて一生使える!レポート・論文の教科書　　（ちくまプリマー新書） 小川 仁志／著 筑摩書房 G816.5/ｵ/

そしてだれも信じなくなった　　（文春文庫） 土屋 賢二／著 文藝春秋 G914.6/ﾂ/

文字通り激震が走りました　　（文春文庫） 能町 みね子／著 文藝春秋 G914.6/ﾉ/

レイチェルが死んでから　　（ハヤカワ・ミステリ文庫） フリン・ベリー／著 早川書房 G933.7/ﾍﾞ/

クロウ・ガール　上　　（講談社文庫） エリック・アクセル・スンド／[著] 講談社 G949.8/ｽ/1

クロウ・ガール　下　　（講談社文庫） エリック・アクセル・スンド／[著] 講談社 G949.8/ｽ/2

　＊　児童書　＊

ともだちってどんなひと?　　（LLブック やさしくよめる本） 赤木 かん子／著 埼玉福祉会出版部 158/ｱ/

ことわざキャラクター図鑑 深谷 圭助／監修 日本図書センター 814/ｺ/

　＊  絵本　＊

あいさつできるよ リチャード・スキャリー／さく 好学社 E/ｱ/

それしかないわけないでしょう　　（MOEのえほん） ヨシタケ シンスケ／著 白泉社 E/ｿ/



ぱんだがころんで… 得田 之久／作 童心社 E/ﾊﾟ/


