
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（7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　＊

「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法 大嶋 信頼／著 PHP研究所 146.8/ｵ/

SNSカウンセリング入門 杉原 保史／著 北大路書房 146.8/ｽ/

キャリアアップしたいあなたに伝えたい働く女子の基本 大口 美樹／著 幻冬舎メディアコンサルティング 159.4/ｵ/

　＊　２００  歴史　＊

Beyond the Label モーリーン・シケ／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 289.3/ｼ/

るるぶ福岡　'19　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/19

旅の賢人たちがつくったヨーロッパ旅行最強ナビ 山田静withひとり旅活性化委員会／編 辰巳出版 293/ﾔ/

　＊　３００  社会科学　＊

女は「政治」に向かないの? 秋山 訓子／著 講談社 312.1/ｱ/

#社会保障、はじめました。 猪熊 律子／著 SCICUS 364/ｲ/

隠れアスペルガーさんの才能・仕事の見つけ方 吉濱 ツトム／著 宝島社 366.2/ﾖ/

女性労働研究　第62号 女性労働問題研究会／編 女性労働問題研究会 366.3/ｼﾞ/18

女性の暮らしと生活意識データ集　2018-2019 三冬社 367.1/ｼﾞ/18

百年の女 酒井 順子／著 中央公論新社 367.2/ｻ/

いろいろあっても幸せな夫婦になる方法 STORY編集部／編 光文社 367.3/ｽ/

イクメンじゃない「父親の子育て」 巽 真理子／著 晃洋書房 367.3/ﾀ/

少女のための性の話 三砂 ちづる／著 ミツイパブリッシング 367.9/ﾐ/

性の多様性ってなんだろう?　　（中学生の質問箱） 渡辺 大輔／著 平凡社 367.9/ﾜ/

となりの少年少女A 草薙 厚子／著 河出書房新社 368.7/ｸ/

ダルク ダルク／編 明石書店 368.8/ﾀﾞ/

0歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子／著 日本評論社 372.3/ﾘ/

女性の未来に大学ができること 安齋 徹／著 樹村房 377.1/ｱ/

ホンネの女子就活　2020年度版 女子就活ネット／編 実務教育出版 377.9/ｼﾞ/20

　＊　５００  技術　＊

誰でも1回で味が決まるロジカル調理 前田 量子／監修 主婦の友社 596/ｼ/

お弁父　　（NEKO MOOK） 和田 率／著 ネコ・パブリッシング 596.4/ﾜ/

ママにはなれないパパ 鈴木 おさむ／著 マガジンハウス 599/ｽ/



ママのゆるコツ事典 渡辺 のぞみ／著 文響社 599/ﾜ/

　＊　７００  芸術　＊

弟の夫　1　　（ACTION COMICS） 田亀 源五郎／著 双葉社 726.1/ﾀ/1

弟の夫　2　　（ACTION COMICS） 田亀 源五郎／著 双葉社 726.1/ﾀ/2

弟の夫　3　　（ACTION COMICS） 田亀 源五郎／著 双葉社 726.1/ﾀ/3

弟の夫　4　　（ACTION COMICS） 田亀 源五郎／著 双葉社 726.1/ﾀ/4

ロクロを挽く女 齋藤 正憲／著 雄山閣 751.4/ｻ/

配色デザインミニ帳 伊達 千代／著 エムディエヌコーポレーション 757.3/ﾀﾞ/

　＊　９００  文学　＊

つる花の結び　上 [紫式部／著] 理論社 913.3/ﾑ/1

つる花の結び　下 [紫式部／著] 理論社 913.3/ﾑ/2

総務部長はトランスジェンダー 岡部 鈴／著 文藝春秋 916/ｵ/

ちびといつまでも 柏原昇店／著 G.B. 916/ｶ/

女になる方法 キャトリン・モラン／著 青土社 934.7/ﾓ/

　＊　Ｆ  小説　＊

いまは、空しか見えない 白尾 悠／著 新潮社 F/ｼ/

正しい女たち 千早 茜／著 文藝春秋 F/ﾁ/

嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村 深月／著 講談社 F/ﾂ/

婚活食堂 山口 恵以子／著 PHP研究所 F/ﾔ/

さしすせその女たち 椰月 美智子／著 枻出版社 F/ﾔ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

非正規・単身・アラフォー女性　　（光文社新書） 山折 哲雄／著 光文社 G367.2/ｱ/

ザ・スパイ　　（角川文庫） パウロ・コエーリョ／[著] KADOKAWA G969.3/ｺ/

　＊　児童書　＊

身近なものでできる自由研究かんたんじてん 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 407/ｾ/

なぜこうなった?あの絶景のひみつ 増田 明代／文・構成 講談社 450/ﾏ/

ざんねんないきもの事典　続々 今泉 忠明／監修 枻出版社 480/ｲ/

千年の田んぼ 石井 里津子／著 旬報社 616/ｲ/Z

ジャングルのサバイバル　4　　（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/4

ジャングルのサバイバル　8　　（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/8

ジャングルのサバイバル　9　　（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/9

6年1組黒魔女さんが通る!!　05　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/5

こんぴら狗　　（くもんの児童文学） 今井 恭子／作 くもん出版 913/ｲ/

一〇五度 佐藤 まどか／著 あすなろ書房 913/ｻ/Z

おしりたんてい あやうしたんていじむしょ　　（おしりたんていシリーズ おしりたんていファイル） トロル／さく・え ポプラ社 913/ﾄ/



レイナが島にやってきた! 長崎 夏海／作 理論社 913/ﾅ/

きみ、なにがすき? はせがわ さとみ／作 あかね書房 913/ﾊ/

奮闘するたすく まはら 三桃／著 枻出版社 913/ﾏ/

最後のオオカミ　　（文研ブックランド） マイケル・モーパーゴ／作 文研出版 933/ﾓ/

ぼくとベルさん　　（わたしたちの本棚） フィリップ・ロイ／著 PHP研究所 933/ﾛ/

太陽と月の大地　　（世界傑作童話シリーズ） コンチャ・ロペス=ナルバエス／著 福音館書店 963/ﾛ/Z

　＊  絵本　＊

がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス／文 WAVE出版 E/ｶﾞ/

すごいね!みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー／文 西村書店 E/ｽ/

なずずこのっぺ? カーソン・エリス／さく フレーベル館 E/ﾅ/

ミカちゃんのひだりて 中川 洋典／作・絵 ひかりのくに E/ﾐ/

みんな、ワンダー R.J.パラシオ／作・絵 アルファポリス E/ﾐ/

私はどこで生きていけばいいの?　　（世界に生きる子どもたち） ローズマリー・マカーニー／文 西村書店 E/ﾜ/


