
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（3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　＊

5歳からの哲学 ベリーズ・ゴート／著 晶文社 104/ｺﾞ/

「ドラえもん」に学ぶダメな人の伸ばし方 小林 奨／著 彩図社 140.4/ｺ/

まいにちが、あっけらかん。 なとみ みわ／マンガ つちや書店 143.7/ﾅ/

頭の中の貧乏神を追い出す方法 菅原 道仁／著 KADOKAWA 159/ｽ/

仕事も毎日も整う!働く女子の時間のルール　　（NIKKEI WOMAN BOOK） 日経WOMAN編集部／編 日経BP社 159.4/ﾆ/

人生が二度ときめく主婦社長のすすめ 山岡 まさえ／著 マガジンランド 159.4/ﾔ/

いくつになっても美しい人のしぐさ 中井 信之／著 PHP研究所 159.6/ﾅ/

笑顔と思いやりで幸せになる 坂東 眞理子／著 清流出版 159.6/ﾊﾞ/

　＊　２００  歴史　＊

なぜあの人は輝いているのか 蓑宮 武夫／著 PHP研究所 281/ﾐ/

ペニスカッター 和田 耕治／著 方丈社 289.1/ﾜ/

イレナの子供たち ティラー・J.マッツェオ／著 東京創元社 289.3/ﾏ/

ゼンリン住宅地図福岡県北九州市　7区10冊 ゼンリン 291.9/ｾﾞ/

　＊　３００  社会科学　＊

関係の対等性と平等　　（法哲学叢書） 森 悠一郎／著 弘文堂 316.1/ﾓ/

フランスの同性婚と親子関係 イレーヌ・テリー／著 明石書店 324.9/ﾃ/

冤罪 女たちのたたかい 里見 繁／著 インパクト出版会 327.6/ｻ/

ノルマは逆効果 藤田 勝利／著 太田出版 336/ﾌ/

プレゼンの語彙力 下地 寛也／著 KADOKAWA 336.4/ｼ/

「混血」と「日本人」 下地 ローレンス吉孝／著 青土社 361.4/ｼ/

コミュニケーション大百科 戸田 久実／著 かんき出版 361.4/ﾄ/

さよなら!ハラスメント 小島 慶子／編著 晶文社 367.2/ｺ/

子育てが終わらない 小島 貴子／著 青土社 367.3/ｺ/

21世紀の家族づくり 増子 勝義／編著 学文社 367.3/ﾏ/

断捨離したいナンバーワン、それは夫です やました ひでこ／著 悟空出版 367.3/ﾔ/

“結婚”をやめたパリジェンヌたち 酒巻 洋子／著 産業編集センター 367.4/ｻ/

まんがでわかる老人 吉田 勝明／監修 カンゼン 367.7/ﾖ/

家族はなぜ介護してしまうのか 木下 衆／著 世界思想社 369.2/ｷ/

福島のお母さん、いま、希望は見えますか? 棚澤 明子／著 彩流社 369.3/ﾀ/

子連れ防災BOOK ママプラグ／著 祥伝社 369.3/ﾏ/



生きづらいでしたか? 細川 貂々／著 平凡社 369.9/ﾎ/

スクール・セクシュアル・ハラスメント 内海崎 貴子／著 八千代出版 374/ｽ/

母親が知らないとツライ「女の子」の育て方 江藤 真規／著 秀和システム 379.9/ｴ/

相互行為の人類学 高田 明／著 新曜社 389/ﾀ/

　＊　４００  自然科学　＊

話を聞きたがらない夫悩みを聞いてほしい妻 岡田 尊司／監修 KADOKAWA 493.7/ｵ/

読めば気持ちがすーっと軽くなる本人・家族に優しい統合失調症のお話　　（ココロの健康シリーズ） 功刀 浩／監修 翔泳社 493.7/ｸ/

マンガでわかる!統合失調症　家族の対応編 中村 ユキ／マンガ・構成 日本評論社 493.7/ﾅ/

最新図解女性の発達障害サポートブック　　（発達障害を考える 心をつなぐ） 本田 秀夫／著 ナツメ社 493.7/ﾎ/

薬に頼らず家庭で治せる発達障害とのつき合い方 ロバート・メリロ／[著] クロスメディア・パブリッシング 493.9/ﾒ/

医者が考えた猫背がなおる30秒ストレッチ 小林 弘幸／著 PHP研究所 498.3/ｺ/

　＊　５００  技術　＊

エコ娘が聞く!環境世代へつなぐ女性39人 上田 マリノ／著 環境新聞社 519/ｳ/

ラクに、すっきり、自分らしく大人の小さなひとり暮らし coyuki／著 主婦の友社 590/ｺ/

「ずぼら」ママでも、結局すべてうまくいく!　　（ママの笑顔がふえる本シリーズ） 三浦 直子／著 Clover出版 590/ﾐ/

二の腕のぷよぷよがなくなる本 手島 渚／著 PHP研究所 595.6/ﾃ/

きょうも明日も炒めもの きじま りゅうた／著 学研プラス 596/ｷ/

何も作りたくない日はご飯と汁だけあればいい ワタナベ マキ／著 KADOKAWA 596.3/ﾜ/

なんとかここまでやってきた オキ エイコ／著 KADOKAWA 599/ｵ/

　＊　７００  芸術　＊

透明なゆりかご　1　　（KC Kiss） 沖田 ×華／著 講談社 726.1/ｵ/1

透明なゆりかご　2　　（KC Kiss） 沖田 ×華／著 講談社 726.1/ｵ/2

透明なゆりかご　3　　（KC Kiss） 沖田 ×華／著 講談社 726.1/ｵ/3

透明なゆりかご　4　　（KC Kiss） 沖田 ×華／著 講談社 726.1/ｵ/4

透明なゆりかご　5　　（KC Kiss） 沖田 ×華／著 講談社 726.1/ｵ/5

透明なゆりかご　6　　（KC Kiss） 沖田 ×華／著 講談社 726.1/ｵ/6

透明なゆりかご　7　　（KC Kiss） 沖田 ×華／著 講談社 726.1/ｵ/7

傘寿まり子　1　　（KCDX） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/1

傘寿まり子　2　　（KCDX） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/2

傘寿まり子　3　　（KCDX） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/3

傘寿まり子　4　　（KCDX） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/4

傘寿まり子　5　　（KCDX） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/5

傘寿まり子　6　　（KCDX） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/6

傘寿まり子　7　　（KCDX BE LOVE） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/7

傘寿まり子　8　　（KCDX BE LOVE） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/8

オネエな彼氏とボーイッシュ彼女　1　　（シュウエイシャホームコミックス） コガ シロウ 集英社 726.1/ｺ/1

オネエな彼氏とボーイッシュ彼女　2　　（シュウエイシャホームコミックス） コガ シロウ 集英社 726.1/ｺ/2



オネエな彼氏とボーイッシュ彼女　3　　（シュウエイシャホームコミックス） コガ シロウ 集英社 726.1/ｺ/3

オネエな彼氏とボーイッシュ彼女　4　　（シュウエイシャホームコミックス） コガ シロウ 集英社 726.1/ｺ/4

すべりこみ母親孝行 中川 学／著 平凡社 726.1/ﾅ/

ダルちゃん　1 はるな 檸檬／著 小学館 726.1/ﾊ/1

ダルちゃん　2 はるな 檸檬／著 小学館 726.1/ﾊ/2

カミキィの季節のおりがみ カミキィ／著 日本文芸社 754.9/ｶ/

イメージを色で表現できる配色デザイン事典 mashroom design／著 ナツメ社 757.3/ﾏ/

パーフェクト配色ブック 武川 カオリ／著 パイインターナショナル 757.3/ﾑ/

すべての涙を笑いに変える黒いユニコーン伝説 ティファニー・ハディッシュ／著 CCCメディアハウス 779.9/ﾊ/

40代からの女の体幹トレーニング　　（日経BPムック） 日経ヘルス／編 日経BP社 780.7/ﾆ/

　＊　８００  言語　＊

海外で活躍できる英語勉強法 小野沢 幸司／著 青山ライフ出版 830.7/ｵ/

英語多読 繁村 一義／著 アルク 830.7/ｼ/

40歳オーバーでニート状態だったぼくが初めてTOEIC L&Rテストを受けていきなり930点取って人生を劇的に変えた、効果絶大な英語勉強法 春名 久史／著 扶桑社 830.7/ﾊ/

英語が身につくちいさなノート術 Marie／著 KADOKAWA 830.7/ﾏ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

女の取扱説明書　　（SB新書） 姫野 友美／著 SBクリエイティブ G143.5/ﾋ/

40歳を過ぎたら生きるのがラクになった　　（幻冬舎文庫） アルテイシア／[著] 幻冬舎 G914.6/ｱ/

洋食小川　　（幻冬舎文庫） 小川 糸／[著] 幻冬舎 G914.6/ｵ/

刑事に向かない女　　（角川文庫） 山邑 圭／[著] KADOKAWA GF/ﾔ/

非リア王　　（講談社文庫） カレー沢薫／[著] 講談社 Ｇ914.6/ｶ/

　＊　９００  文学　＊

アラフォーになってようやく気づいたんだけど、私、たぶん向いてない。生きることに…　メンタル編 甘木 サカヱ／著 KADOKAWA 914.6/ｱ/

次の人、どうぞ! 酒井 順子／著 講談社 914.6/ｻ/

みの日記　　（天然生活ブックス） 服部 みれい／[著] 地球丸 914.6/ﾊ/

妻は他人　だから夫婦は面白い さわぐち けいすけ／著 KADOKAWA 916/ｻ/

妻は他人　ふたりの距離とバランス さわぐち けいすけ／著 KADOKAWA 916/ｻ/

どんどん仲良くなる夫婦は、家事をうまく分担している。 水谷 さるころ／著 幻冬舎 916/ﾐ/

生きづらいと思ったら親子で発達障害でした　入学準備編　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） モンズースー／著 KADOKAWA 916/ﾓ/

悲しくてかっこいい人 イ ラン／著 リトルモア 929.1/ｲ/

ヒョンナムオッパへ チョ ナムジュ／著 白水社 929.1/ﾋ/

幸運なんてわたしはいらない　　（BLOOM COLLECTION） ジェシカ・ノール／著 TAC株式会社出版事業部 933.7/ﾉ/

ネオナチの少女 ハイディ・ベネケンシュタイン／著 筑摩書房 946/ﾍﾞ/

　＊　Ｆ  小説　＊

くらやみガールズトーク 朱野 帰子／著 KADOKAWA F/ｱ/

あちらにいる鬼 井上 荒野／著 朝日新聞出版 F/ｲ/

姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷 美雨／著 双葉社 F/ｶ/



永田町小町バトル 西條 奈加／著 実業之日本社 F/ｻ/

ウラミズモ奴隷選挙 笙野 頼子／著 河出書房新社 F/ｼ/

木曜日の子ども 重松 清／著 KADOKAWA F/ｼ/

　＊　児童書　＊

10代のための疲れた心がラクになる本 長沼 睦雄／著 誠文堂新光社 146/ﾅ/Z

国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷 裕子／監修 文溪堂 333/ｸ/

寄生虫のサバイバル　1　　（かがくるBOOK 科学漫画サバイバルシリーズ） ゴムドリco.／文 朝日新聞出版 491/ｺﾞ/1

寄生虫のサバイバル　2　　（かがくるBOOK 科学漫画サバイバルシリーズ） ゴムドリco.／文 朝日新聞出版 491/ｺﾞ/2

いしばしなおこかんたん!こどもの折り紙あそび　　（レディブティックシリーズ） いしばし なおこ／著 ブティック社 754/ｲ/

ひとりできれいにおれるおりがみ 小林 一夫／著 学研プラス 754/ｺ/

大人気!!親子であそべるかわいい!おりがみ 新宮 文明／著 高橋書店 754/ｼ/

　＊  絵本　＊

えらんで! のぶみ／さく KADOKAWA E/ｴ/

おばあちゃんがやってきた 重本 あき子／文 新日本出版社 E/ｵ/

ぐるんぱのようちえん　　（こどものとも傑作集） 西内 みなみ／さく 福音館書店 E/ｸﾞ/

サンドイッチぎゅーっ ひがし ちから／作 光村教育図書 E/ｻ/

11ぴきのねこ 馬場 のぼる／著 こぐま社 E/ｼﾞ/

数字はわたしのことば シェリル・バードー／文 ほるぷ出版 E/ｽ/

ニューヨークのたからをまもれ! ナターシャ・ウィング／文 フレーベル館 E/ﾆ/

ねずみくんのきもち なかえ よしを／作 ポプラ社 E/ﾈ/

はらぺこあおむし エリック=カール／さく 偕成社 E/ﾊ/

ひとりでうんちできるかな　　（あかちゃんのあそびえほん） きむら ゆういち／さく 偕成社 E/ﾋ/ﾍﾞﾋﾞ-

ルブナとこいし ウェンディ・メデュワ／文 BL出版 E/ﾙ/


