
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（5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

　＊　０００  総記　＊

京大変人講座 酒井 敏／著 三笠書房 002.7/ｻ/

本物の教養を身につける読書術 出口 汪／著 ぴあ 019.1/ﾃﾞ/

子どもも大人も絵本で育つ 湯澤 美紀／著 柏書房 019.5/ﾕ/

ソロ活女子のススメ 朝井 麻由美／著 大和書房 049/ｱ/

　＊　１００  哲学　＊

心理学でわかる女子の人間関係・感情辞典 石原 加受子／監修 朝日新聞出版 143.5/ｱ/

パワハラ・トラウマに対する短期心理療法(ブリーフサイコセラピー)　　（東洋英和女学院大学社会科学研究叢書） 岡本 浩一／編 春風社 146.8/ｵ/

頑張りすぎちゃうお仕事女子の心をラクにする68のこと 服部 結子／著 あさ出版 146.8/ﾊ/

母の呪縛をといてありえないほど幸福になる方法 みずがき ひろみ／著 河出書房新社 146.8/ﾐ/

移動力 長倉 顕太／著 すばる舎 159/ﾅ/

「60点女子」最強論 広野 郁子／著 合同フォレスト 159.4/ﾋ/

あなたの働き方・生き方革命 藤井 義彦／著 日本生産性本部生産性労働情報センター 159.4/ﾌ/

イギリス女性はこう働く オーテガ・ユーワグバ／著 辰巳出版 159.4/ﾕ/

仕事と人生がうまく回り出すアンテナ力 吉田 将英／著 三笠書房 159.4/ﾖ/

　＊　２００  歴史　＊

天皇家の女たち 鈴木 裕子／著 社会評論社 288.4/ｽ/

仕事と人生がもっと輝くココ・シャネルの言葉 高野 てるみ／著 イースト・プレス 289.3/ﾀ/

拝啓、世界であわてふためく女子たちへ りの／著 雷鳥社 290.9/ﾘ/

るるぶムーミンバレーパーク　　（JTBのMOOK） JTBパブリッシング 291.3/ﾙ/19

　＊　３００  社会科学　＊

自治体職員のためのアンガーマネジメント活用法 安藤 俊介／著 第一法規 318.3/ｱ/

SDGsの実践　自治体・地域活性化編 白田 範史／編 先端教育機構事業構想大学院大学出版部 318.6/ﾊ/

5分間逆算仕事術 長谷川 孝幸／著 三笠書房 336.2/ﾊ/

ニッポン子育てしやすい会社 坂本 光司／著 商業界 336.4/ｻ/

5日間で言葉が「思いつかない」「まとまらない」「伝わらない」がなくなる本 ひきた よしあき／著 大和出版 336.4/ﾋ/

「ブラック企業」とゼッタイ言わせない松井式超!働き方改革 松井 一恵／著 ロングセラーズ 336.4/ﾏ/

「あの人とうまく話せない」がなくなる本 石原 加受子／著 PHP研究所 361.4/ｲ/

若者支援の日英比較 井上 慧真／著 晃洋書房 366.2/ｲ/

なぜ女性管理職は少ないのか　　（青弓社ライブラリー） 大沢 真知子／編著 青弓社 366.3/ｵ/



近代日本の専門職とジェンダー　　（明治大学社会科学研究所叢書） 岡山 禮子／著 風間書房 366.3/ｵ/

ジェンダー労働論 川東 英子／著 ドメス出版 366.3/ｶ/

ジェンダー労働論　続 川東 英子／著 ドメス出版 366.3/ｶ/

ダイバーシティと女性　　（昭和女子大学女性文化研究叢書） 昭和女子大学女性文化研究所／編 御茶の水書房 366.3/ｼ/

奴隷労働 巣内 尚子／著 花伝社 366.8/ｽ/

国際女性デーは大河のように 伊藤 セツ／著 御茶の水書房 367.2/ｲ/

日本のポストフェミニズム 菊地 夏野／著 大月書店 367.2/ｷ/

男たち/女たちの恋愛 田中 亜以子／著 勁草書房 367.2/ﾀ/

東京貧困女子。 中村 淳彦／著 東洋経済新報社 367.2/ﾅ/

平成家族 朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版 367.3/ｱ/

中高年期の夫婦関係 伊藤 裕子／著 ナカニシヤ出版 367.3/ｲ/

夫婦ってなんだ? トミヤマ ユキコ／著 筑摩書房 367.3/ﾄ/

パパになった旦那よ、ママの本音を聞け! 野々村 友紀子／著 赤ちゃんとママ社 367.3/ﾉ/

前向き長持ち人間関係の知恵 樋口 恵子／著 海竜社 367.3/ﾋ/

親から始まるひきこもり回復 桝田 智彦／著 ハート出版 367.6/ﾏ/

加害者家族の子どもたちの現状と支援 阿部 恭子／編著 現代人文社 368.6/ｱ/

よくわかる地域福祉　　（やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ） 上野谷 加代子／編著 ミネルヴァ書房 369/ｳ/

東南アジアにおけるケアの潜在力　　（地域研究叢書） 速水 洋子／編 京都大学学術出版会 369.0/ﾊ/

マンガで学ぶ対人援助職の仕事 植田 寿之／著 創元社 369.1/ｳ/

ソーシャルワーク実践による高齢者虐待予防 乙幡 美佐江／著 民事法研究会 369.2/ｵ/

母ちゃん、ありがとう 小池 修／著 PHP研究所 369.2/ｺ/

保育者のための子育て支援セミナー 大西 雅裕／編著 建帛社 369.4/ｵ/

学校とは「自己」を実現する「舞台」 後藤 竹夫／著 合同フォレスト 370.4/ｺﾞ/

イラスト版子どもの感情力をアップする本 木村 愛子／編著 合同出版 376.1/ｷ/

片づけられない主婦と片づけ嫌いの子どもを180度変える本 藤原 友子／著 マガジンランド 379.9/ﾌ/

路上ワークの幸福論 中野 陽介／著 CCCメディアハウス 384.3/ﾅ/

就職先は海上自衛隊 時武 ぼたん／著 潮書房光人新社 397.2/ﾄ/

　＊　４００  自然科学　＊

家族にとってのグリーフケア 坂下 ひろこ／編著 彩流社 490.1/ｻ/

ASD<アスペルガー症候群>、ADHD、LD女性の発達障害　就活/職場編 宮尾 益知／監修 河出書房新社 493.7/ﾐ/

発達障害のある女の子・女性の支援 川上 ちひろ／編著 金子書房 493.9/ｶ/

相談しにくいちつとカラダの話 森田 敦子／監修 朝日新聞出版 495/ｿ/

不調女子のカラダよろこぶ栄養BOOK 杉山 明美／著 徳間書店 498.5/ｽ/

私は虐待していない 柳原 三佳／著 講談社 498.9/ﾔ/

　＊　５００  技術　＊

おさよさん流がんばらなくてもキレイが続く家事のくふう おさよさん／著 SBクリエイティブ 590/ｵ/



一生ついてまわる家事のキホンが身につく本 大人の常識研究会／編著 大和出版 590/ｵ/

家事は8割捨てていい 佐光 紀子／著 宝島社 590/ｻ/

ジェンダーで問い直す暮らしと文化　　（奈良女子大学叢書） 奈良女子大学生活文化学研究会／編 敬文舎 590/ﾅ/

小鳥ぽんぽん trikotri／著 誠文堂新光社 594.9/ﾄ/

おいしい時間をあの人へ 伊藤 まさこ／著 朝日新聞出版 596/ｲ/

男子ごはんの本　その11 国分 太一／著 MCO 596/ｺ/11

ゆっくりと家族になろうよ　　（MF comic essay） チッチママ／著 KADOKAWA 599/ﾁ/

　＊　６００  産業　＊

サバンナのジェンダー 友松 夕香／著 明石書店 611.9/ﾄ/

気くばりメールはじめました!　　（できるfor Woman） 西出 ひろ子／著 インプレス 670.9/ﾆ/

営業の働き方大全 菊原 智明／著 大和書房 673.3/ｷ/

思わず買いたくなる!女性の心をつかむ接客 鈴木 比砂江／著 明日香出版社 673.3/ｽ/

　＊　７００  芸術　＊

樹木希林さんからの手紙 NHK『クローズアップ現代+』+『知るしん』制作班／著 主婦の友社 778.2/ｷ/

　＊　８００  言語　＊

移動する女性たち 平畑 奈美／著 春風社 810.7/ﾋ/

　＊　９００  文学　＊

世界でいちばん不幸で、いちばん幸福な少女 今岡 清／著 早川書房 910.2/ｸ/

すごい言い訳! 中川 越／著 新潮社 910.2/ﾅ/

ブスの家訓 カレー沢薫／著 中央公論新社 914.6/ｶ/

人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤 愛子／著 PHP研究所 914.6/ｻ/

自分流のすすめ 曽野 綾子／著 中央公論新社 914.6/ｿ/

マリコを止めるな! 林 真理子／著 文藝春秋 914.6/ﾊ/

がんと生き、母になる 村上 睦美／著 まりん書房 916/ﾑ/

三つ編み レティシア・コロンバニ／著 早川書房 953.7/ｺ/

　＊　Ｆ  小説　＊

わたし、定時で帰ります。　[2] 朱野 帰子／[著] 新潮社 F/ｱ/2

こうして誰もいなくなった 有栖川 有栖／著 KADOKAWA F/ｱ/

逃げ出せなかった君へ 安藤 祐介／著 KADOKAWA F/ｱ/

隠居すごろく 西條 奈加／著 KADOKAWA F/ｻ/

傲慢と善良 辻村 深月／著 朝日新聞出版 F/ﾂ/

夜が暗いとはかぎらない 寺地 はるな／著 ポプラ社 F/ﾃ/

あたしたちよくやってる 山内 マリコ／著 幻冬舎 F/ﾔ/

マジカルグランマ 柚木 麻子／著 朝日新聞出版 F/ﾕ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

強く、しなやかに　　（文春文庫） 渡辺 和子／著 文藝春秋 G198.2/ﾜ/



ツリーハウス　　（文春文庫） 角田 光代／著 文藝春秋 GF/ｶ/

パスティス　　（ちくま文庫） 中島 京子／著 筑摩書房 ＧF/ﾅ/

　＊　児童書　＊

わたしは女の子だから ローズマリー・マカーニー／文 西村書店 367/ﾏ/

　＊  絵本　＊

かぞくってなあに? [マール・フェレーロ／画] 文化学園文化出版局 E/ｶ/

かべのむこうになにがある? ブリッタ・テッケントラップ／作 BL出版 E/ｶ/

スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ／作 あすなろ書房 E/ｽ/

たぬきの花よめ道中　　（えほんのぼうけん） 最上 一平／作 岩崎書店 E/ﾀ/

ちいさな魔女とくろい森 石井 睦美／作 文溪堂 E/ﾁ/

この世界の片隅に　　（徳間アニメ絵本） こうの 史代／原作 徳間書店 E/ﾄ/38

ねえさんといもうと シャーロット・ゾロトウ／文 あすなろ書房 E/ﾈ/

ねえねえパンダちゃん 西村 敏雄／さく ほるぷ出版 E/ﾈ/

パンダかぞえたいそう　　（講談社の幼児えほん） いりやま さとし／作 講談社 E/ﾊﾟ/

ふたりのおかあさん 鎌倉女子大学「家族のつながり」ゼミナール／作・絵 ちとせプレス E/ﾌ/

マチルダとふたりのパパ メル・エリオット／さく 岩崎書店 E/ﾏ/

ママの小さなたからもの アストリッド・デボルド／作 早川書房 E/ﾏ/

もぐらはすごい アヤ井 アキコ／著 アリス館 E/ﾓ/


