
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（2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　＊

世界の哲学者に学ぶ人生の教室 白取 春彦／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 130.4/ｼ/

働かない働き方。 河本 真／著 パブラボ 159.4/ｶ/

大好きなことだけして生きていく大人の女のルール 岡村 安来子／著 総合法令出版 159.6/ｵ/

「わたしはすばらしい」と毎日ノートに書きなさい 河村 京子／著 あさ出版 159.6/ｶ/

子育てママがほっとする魔法の言葉 西沢 泰生／著 秀和システム 159.6/ﾆ/

　＊　２００  歴史　＊

親を愛せない子、子を愛せない親たちへ 窪島 誠一郎／著 彩流社 289.1/ｸ/

南極ではたらく 渡貫 淳子／著 平凡社 297.9/ﾜ/

　＊　３００  社会科学　＊

僕は、社会主義国キューバから、日本へやって来た。 アメッド・アルメンテロス・ロドリゲス／著 産業能率大学出版部 302.5/ｱ/

サンデル教授、中国哲学に出会う マイケル・サンデル／編著 早川書房 311.1/ｻ/

わたしもじだいのいちぶです 康 潤伊／編著 日本評論社 316.8/ｶ/

ママ起業家これだけ知っておけば十分 税金+社会保険&経営の便利ブック 岡 京子／著 セルバ出版 335/ｵ/

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/

私たちにはことばが必要だ イ ミンギョン／著 タバブックス 367.1/ｲ/

Q&A DV事件の実務 打越 さく良／著 日本加除出版 367.1/ｳ/

図表でみる男女格差 OECD／編著 明石書店 367.1/ｹ/2

未来を切り拓く女性たちのNPO活動 金谷 千慧子／著 明石書店 367.2/ｶ/

政治に口出しする女はお嫌いですか?　　（けいそうブックス） 工藤 庸子／著 勁草書房 367.2/ｸ/

家庭内暴力 金 ジャンディ／著 大阪大学出版会 367.3/ｷ/

デートDV予防学 伊田 広行／著 エイ出版社 367.6/ｲ/

はじめて学ぶLGBT 石田 仁／著 ナツメ社 367.9/ｲ/

お母さん!学校では防犯もSEXも避妊も教えてくれませんよ! のじま なみ／著 辰巳出版 367.9/ﾉ/

早稲女の逆襲 青山 悠希／文とイラスト 言視舎 377.2/ｱ/

　＊　４００  自然科学　＊

おしり温活美人 キム ソヒョン／著 ポプラ社 493.1/ｷ/

おとなの軽度発達障害　　（埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ） 横山 富士男／著 ライフサイエンス出版 493.7/ﾖ/

思春期のこころの問題と予後 倉本 英彦／著 ナカニシヤ出版 493.9/ｸ/

マンガでわかるオトナ女子のための乳がん新常識 佐藤 俊彦／著 幻冬舎 495.4/ｻ/



　＊　５００  技術　＊

世界のかわいい家 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 527/ﾊﾟ/

わたしの「ひとり暮らし」ルール インプレス書籍編集部／編 インプレス 590/ｲ/

大人の暮らし方 学研プラス 590/ｵ/

50歳からもっと素敵に、もっと楽しく 谷島 せい子／著 海竜社 590.4/ﾀ/

大人パリジェンヌStories 米澤 よう子／著 光文社 590.4/ﾖ/

ジュエリーバッグスタイル 三浦 紀子／著 主婦と生活社 594.3/ﾐ/

男コピーライター、育休をとる。 魚返 洋平／著 大和書房 599/ｳ/

　＊　６００  産業　＊

きちんとした文書とメール完全速習ガイド 永山 嘉昭／著 日経BP社 670.9/ﾅ/

　＊　７００  芸術　＊

あさな君はノンケじゃない!　　（ピクシブエッセイ） あさな さくま／著 KADOKAWA 726.1/ｱ/

まんがアフリカ少年が日本で育った結果 星野 ルネ／著 毎日新聞出版 726.1/ﾎ/

大奥　第16巻　　（YOUNG ANIMAL COMICS） よしなが ふみ／著 白泉社 726.1/ﾖ/16

44歳、元気に初産しました! 金田 朋子／著 ?出版社 772.1/ｶ/

　＊　９００  文学　＊

差異を読む 武田 悠一／著 彩流社 901/ﾀ/

<女流>放談 イルメラ・日地谷=キルシュネライト／編 岩波書店 910.2/ﾋ/

いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川 佐和子／著 中央公論新社 914.6/ｱ/

大宮エリーのなんでコレ買ったぁ?! 大宮 エリー／著 日本経済新聞出版社 914.6/ｵ/

おひとりサマンサ トコ／著 西日本新聞社 914.6/ﾄ/

癌で妊婦で45歳です 森田 美佐子／著 文芸社 916/ﾓ/

娘について　　（となりの国のものがたり） キム ヘジン／著 亜紀書房 929.1/ｷ/

　＊　Ｆ  小説　＊

珠玉 彩瀬 まる／著 双葉社 F/ｱ/

火のないところに煙は 芦沢 央／著 新潮社 F/ｱ/

ニムロッド 上田 岳弘／著 講談社 F/ｳ/

宝島 真藤 順丈／著 講談社 F/ｼ/

居た場所 高山 羽根子／著 河出書房新社 F/ﾀ/

つくもがみ笑います 畠中 恵／著 KADOKAWA F/ﾊ/

女警 古野 まほろ／著 KADOKAWA F/ﾌ/

ベルリンは晴れているか 深緑 野分／著 筑摩書房 F/ﾌ/

1R1分34秒 町屋 良平／著 新潮社 F/ﾏ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

ヤングケアラー　　（中公新書） 澁谷 智子／著 中央公論新社 G369/ｼ/

　＊　児童書　＊



羽生善治　　（小学館版学習まんがスペシャル） 金田 達也／まんが 小学館 289/ﾊ/

14歳からの資本主義 丸山 俊一／著 大和書房 332/ﾏ/Z

6年1組黒魔女さんが通る!!　07　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/7

わたしを決めつけないで　　（YA!ENTERTAINMENT YA!アンソロジー） 小林 深雪／[著] 講談社 913/ﾜ/Z

　＊  絵本　＊

ウインナさん　　（MOEのえほん） YUMOCAM／作 白泉社 E/ｳ/

せかいいちまじめなレストラン　　（ほるぷ創作絵本） たしろ ちさと／作 ほるぷ出版 E/ｾ/

ちいさなエリオット あそびにいこう マイク・クラトウ／作 マイクロマガジン社 E/ﾁ/

ちいさなエリオット たまにはとおくへ マイク・クラトウ／作 マイクロマガジン社 E/ﾁ/

ディアガール エイミー・クラウス・ローゼンタール／ぶん 主婦の友社 E/ﾃﾞ/

どうぶつABCえほん 安江 リエ／文 のら書店 E/ﾄﾞ/

にゅうしちゃん minchi／さく・え 岩崎書店 E/ﾆ/

ねこのつけしっぽ　　（講談社の創作絵本） 吉田 愛／作 講談社 E/ﾈ/

パンのずかん　　（コドモエのえほん） 大森 裕子／作 白泉社 E/ﾊﾟ/

プップクプードル やまだ なおと／さく・え 文芸社 E/ﾌﾟ/

ペンギンホテル 牛窪 良太／作 アリス館 E/ﾍﾟ/


