
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（8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　＊

見ない、聞かない、反省しない　　（シバブックス） 大嶋 信頼／著 青山ライフ出版 146.8/ｵ/

休み方改革 東松 寛文／著 徳間書店 159.4/ﾄ/

大丈夫、あなたは「好き」を仕事にできるから。 宮本 佳実／著 大和書房 159.4/ﾐ/

人生を変える輝く女性のことばと夢を叶える絶景 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 159.8/ﾊﾟ/

　＊　２００  歴史　＊

宇和島伊達家の女性たち 宇神 幸男／著 現代書館 288.3/ｳ/

雨宮処凛の活動家健康法 雨宮 処凛／著 言視舎 289.1/ｱ/

大村智博士講演録　11　　（お茶の水ブックレット） 大村　智 お茶の水学術事業会 289.1/ｵ/B

旅がなければ死んでいた 坂田 ミギー／著 ベストセラーズ 290.9/ｻ/

　＊　３００  社会科学　＊

白書の白書　2019年版 木本書店・編集部／編集 木本書店 317/ｷ/19

チャイナスタンダード 朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版 319.2/ｱ/

多様化する家族と法　1　　（Gleam Books） 二宮 周平／著 朝陽会 324.6/ﾆ/

外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? 内藤 正典／著 集英社 334.4/ﾅ/

フルキャリマネジメント 武田 佳奈／著 東洋経済新報社 336.4/ﾀ/

自分と社会からキャリアを考える 安達 智子／著 晃洋書房 366.2/ｱ/

新・ワーママ入門 堀江 敦子／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 366.3/ﾎ/

女たちの声 工藤 庸子／著 羽鳥書店 367.1/ｸ/

ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた 佐藤 文香／監修 明石書店 367.1/ﾋ/

女に生まれてモヤってる! ジェーン・スー／著 小学館 367.2/ｼﾞ/

男女共同参画白書　令和元年版 内閣府男女共同参画局／編集 勝美印刷 367.2/ﾅ/19

しょぼ婚のすすめ　　（しょぼい自己啓発シリーズ） えらいてんちょう／著 ベストセラーズ 367.4/ｴ/

変貌する恋愛と結婚　　（成蹊大学アジア太平洋研究センター叢書） 小林 盾／編 新曜社 367.4/ｺ/

日本と世界のLGBTの現状と課題 LGBT法連合会／編 かもがわ出版 367.9/ｾ/

父親が知らないとマズイ「女の子」の育て方 高橋 博／著 秀和システム 379.9/ﾀ/

「ママ先生の子育て」がうまくいく45のヒント　　（マミーズブック） 東 ちひろ／著 メイツ出版 379.9/ﾋ/

　＊　４００  自然科学　＊

「認知症」「がん」「心臓病」に負けない!35の知恵　　（生活シリーズ NHKきょうの健康） 「きょうの健康」番組制作班／編 主婦と生活社 493.7/ﾆ/

実は危ない!その育児が子どもの脳を変形させる 友田 明美／著 PHP研究所 493.9/ﾄ/

症状改善!女性の不調を解消する大全 久保 玲子／監修 成美堂出版 495/ｼ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

調子いい!がずっとつづくカラダの使い方 仲野 孝明／著 サンクチュアリ出版 498.3/ﾅ/

医者が考えた50歳からの若返る食べ方 藤田 紘一郎／著 KADOKAWA 498.5/ﾌ/

　＊　５００  技術　＊

共感SNS ゆうこす／著 幻冬舎 547.4/ﾕ/

女医が教える、やってはいけない美容法33 慶田 朋子／著 小学館 595/ｹ/

男子ごはんの本　その10 国分 太一／著 MCO 596/ｺ/10

　＊　６００  産業　＊

“ママ”は今すぐ“社長”になりましょう!「夫婦」で豊かになる「3つ」の不動産投資 金子 みき／著 ごま書房新社 673.9/ｶ/

　＊　７００  芸術　＊

山小屋ガールの癒されない日々 吉玉 サキ／著 平凡社 786.1/ﾖ/

　＊　８００  言語　＊

美しい日本語と正しい敬語が身に付く本　　（日経ホームマガジン 日経おとなのOFF） 日経BP 810.4/ｳ/

　＊　９００  文学　＊

ムスメからおとうさんへ。 k.m.p.／著ブックデザイン 東京書籍 914.6/ｹ/

ベスト・エッセイ　2019 日本文藝家協会／編 光村図書出版 914.6/ﾆ/19

二十歳の原点 高野 悦子／原作 双葉社 915.6/ﾀ/

さわこのじてん 今 美幸／著 北海道新聞社 916/ｺ/

　＊　白書　＊

厚生労働白書　平成30年版 厚生労働省／編 日経印刷 C58/ｺ/18

　＊　Ｆ  小説　＊

川っぺりムコリッタ 荻上 直子／著 講談社 F/ｵ/

渦 大島 真寿美／著 文藝春秋 F/ｵ/

いるいないみらい 窪 美澄／著 KADOKAWA F/ｸ/

緋の河 桜木 紫乃／著 新潮社 F/ｻ/

さよならの儀式 宮部 みゆき／著 河出書房新社 F/ﾐ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

SDGs入門　　（日経文庫） 村上 芽／著 日本経済新聞出版社 G335.1/ﾑ/

サマーウォーズ　　（角川文庫） 細田 守／原作 KADOKAWA GF/ｲ/

　＊　児童書　＊

ふるさとって呼んでもいいですか ナディ／著 大月書店 334/ﾅ/

単位キャラクター図鑑 星田 直彦／監修 日本図書センター 420/ﾎ/

しずかな魔女　　（物語の王国） 市川 朔久子／作 岩崎書店 913/ｲ/

　＊　絵本　＊

あついあつい　　（幼児絵本シリーズ） 垂石 眞子／さく 福音館書店 E/ｱ/ﾍﾞﾋﾞｰ

きょうは泣き虫 たけがみ たえ／[作] 好学社 E/ｷ/

ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ／作 ブロンズ新社 E/ｺ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

タコやん　　（日本傑作絵本シリーズ） 富安 陽子／ぶん 福音館書店 E/ﾀ/

ばらいろのかさ　　（世界傑作絵本シリーズ カナダの絵本） アメリー・カロ／文 福音館書店 E/ﾊﾞ/

ママのおなかの中のボク いわさき さち／文 文芸社 E/ﾏ/


