
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（10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　＊

仕事で役立つ!PDF完全マニュアル 桑名 由美／著 秀和システム 007.6/ｸ/

　＊　１００  哲学　＊

「かわいい」のちから　　（DOJIN選書） 入戸野 宏／著 化学同人 140.7/ﾆ/

無敵の女子ノート タマオキ アヤ／著 Clover出版 147/ﾀ/

思い通りに夫が動いてくれる妻の魔法 竹田 真弓アローラ／著 青春出版社 152.4/ﾀ/

国家公共という生き方 花村 邦昭／著 三和書籍 154/ﾊ/

50代からやりたいこと、やめたこと 金子 由紀子／著 青春出版社 159.6/ｶ/

寂しくもないし、孤独でもないけれど、じゃあこの心のモヤモヤは何だと言うのか チェコ好き／著 大和出版 159.6/ﾁ/

フランスの女は39歳で“女子”をやめる パメラ・ドラッカーマン／著 CCCメディアハウス 159.6/ﾄﾞ/

幸福になるための人生のトリセツ 黒川 伊保子／著 清流出版 159/ｸ/

心が強い人のシンプルな法則 権藤 優希／著 きずな出版 159/ｺﾞ/

幸せのプログラミング 椎原 崇／著 廣済堂出版 159/ｼ/

　＊　２００  歴史　＊

世界遺産百舌鳥・古市古墳群をあるく 久世 仁士／著 創元社 210.3/ｸ/

わたしも、昔は子どもでした。 『子どものしあわせ』編集部／編 かもがわ出版 281/ｺ/

日本史アッパレな女たち 本郷 和人／監修 集英社 281/ﾆ/

真っ直ぐに、保母 鏡 政子／著 本の泉社 289.1/ｶ/

アネサラシネウプソロ 遠山 サキ／語り 地湧社 289.1/ﾄ/

マイ・ストーリー ミシェル・オバマ／著 集英社 289.3/ｵ/

　＊　３００  社会科学　＊

なぜ、彼らは「お役所仕事」を変えられたのか? 加藤 年紀／著 学陽書房 318.3/ｶ/

インターネット赤ちゃんポストが日本を救う 阪口 源太／著 ベストセラーズ 324.6/ｻ/

なぜ、それが無罪なのか!?　　（ディスカヴァー携書） 伊藤 和子／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 326.2/ｲ/

ダメ彼を訴えます!! 二星星／著 ぶんか社 327.2/ﾆ/

私たちが国際協力する理由 紀谷 昌彦／著 日本評論社 333.8/ｷ/

女性管理職のためのしなやかマネジメント入門 細木 聡子／著 NTT出版 336.3/ﾎ/

人間はたったの4タイプ 稲場 真由美／著 セブン&アイ出版 336.4/ｲ/

仕事は「徒然草」でうまくいく 沢渡 あまね／著 技術評論社 336/ｻ/

自分の居場所はどこにある? 渡辺 龍太／著 CCCメディアハウス 361.4/ﾜ/

趣味の社会学 片岡 栄美／著 青弓社 361.5/ｶ/

人生100年時代の医療・介護サバイバル 中澤 まゆみ／著 築地書館 364.4/ﾅ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

判例から読み解く職場のハラスメント実務対応Q&A 小笠原六川国際総合法律事務所／著 清文社 366.3/ｵ/

本業はオタクです。 劇団雌猫／著 中央公論新社 366.3/ｹﾞ/

働くわたし 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社 366.3/ﾎ/

事例で学ぶパワハラ防止・対応の実務解説とQ&A 村本 浩／編集・執筆 労働新聞社 366.3/ﾑ/

Q&Aハラスメントをめぐる諸問題 山梨県弁護士会／編集 ぎょうせい 366.3/ﾔ/

世界給与・賃金レポート　2018/2019 ILO／著 一灯舎 366.4/ｺ/18-19

立ち直りへの道 松林 三樹夫／著 エイデル研究所 367.1/ﾏ/

母と娘はなぜ対立するのか 阿古 真理／著 筑摩書房 367.2/ｱ/

女性白書　2019 日本婦人団体連合会／編 ほるぷ出版 367.2/ﾆ/19

家族の心理　　（ライブラリ実践のための心理学） 平木 典子／共著 サイエンス社 367.3/ｶ/

夫の生態がまるっとわかる93のカウンセリング 木村 泰之／著 スタンダーズ(発売) 367.3/ｷ/

僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う 常見 陽平／著 自由国民社 367.3/ﾂ/

それでも、母になる 徳 瑠里香／著 ポプラ社 367.3/ﾄ/

夫婦のミゾが埋まらない 渡辺 大地／著 KADOKAWA 367.3/ﾜ/

44歳少女漫画家がヤフー縁結びで婚活してお嫁に行きました! イシダ リエ／著 双葉社 367.4/ｲ/

婚活男。 おーじろう／著 総合法令出版 367.4/ｵ/

平成男子論 手条 萌／著 彩流社 367.6/ﾃ/

今ひきこもりの君へおくる踏み出す勇気 吉濱 ツトム／著 ベストセラーズ 367.6/ﾖ/

「若者の性」白書　第8回 日本性教育協会／編 小学館 367.9/ﾆ/

ふたりぱぱ みっつん／著 現代書館 367.9/ﾐ/

夢をあきらめないで 三土 明笑／著 現代書館 367.9/ﾐ/

彼女が性被害に遭うなんて マルクス／作 サンマーク出版 368.6/ﾏ/

介護職がいなくなる　　（岩波ブックレット） 結城 康博／著 岩波書店 369.2/ﾕ/B

子ども白書　2019 日本子どもを守る会／編 かもがわ出版 369.4/ﾆ/19

ひきこもってみえてきたわたしの輪郭 京都ARU編集部／編著 クリエイツかもがわ 371.4/ｷ/

いじめ・ジェンダーと道徳教科書 大和久 勝／著 クリエイツかもがわ 375.3/ｵ/

自閉スペクトラム症児者の心の理解 別府 哲／著 全国障害者問題研究会出版部 378/ﾍﾞ/

　＊　４００  自然科学　＊

夜しか開かない精神科診療所 片上 徹也／著 河出書房新社 493.7/ｶ/

認知症の親を介護している人の心を守る本　　（心のお医者さんに聞いてみよう） 西村 知香／監修 大和出版 493.7/ﾆ/

生理痛ぬけ。 杉山 卓也／[著] 三才ブックス 495.4/ｽ/

雅先生教えて!女子が知りたい自分のカラダと向き合う本 松永 雅美／著 幻冬舎メディアコンサルティング 495/ﾏ/

感じるところ 森田 敦子／著 幻冬舎 495/ﾓ/

最高のパフォーマンスを実現する超健康法 メンタリストDaiGo／著 PHP研究所 498.3/ﾀﾞ/

　＊　５００  技術　＊

買う幸福 地曳 いく子／著 小学館 589.2/ｼﾞ/

Third Way　　（ハフポストブックス） 山口 絵理子／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 589.2/ﾔ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたらその多さに驚いた。 梅田 悟司／著 サンマーク出版 590.4/ｳ/

夫が知らない家事リスト 野々村 友紀子／著 双葉社 590.4/ﾉ/

人生が輝く!家事の「しないこと」リスト　　（講談社の実用BOOK） 石阪 京子／著 講談社 590/ｲ/

ようこそ「料理が苦痛」な人の料理教室へ 本多 理恵子／著 KADOKAWA 596/ﾎ/

やさしく知る産前・産後ケア 松峯 寿美／著 高橋書店 598.2/ﾏ/

うちの夫の不器用な娘愛　　（コミックエッセイの森） チッチママ／著 イースト・プレス 599/ﾁ/

子育ては、なんとかなる!　　（momo book） 横山 路子／[著] マイルスタッフ 599/ﾖ/

　＊　６００  産業　＊

チコちゃんに叱られる　2 NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班／編 小学館 699.6/ﾆ/2

　＊　７００  芸術　＊

草間彌生物語 永遠(とわ)へ サラ・スズキ／文 グラフィック社 702.1/ｽ/

傘寿まり子　9　　（KCDX BE LOVE） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/9

傘寿まり子　10　　（KCDX BE LOVE） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/10

大家さんと僕 矢部 太郎／著 新潮社 726.1/ﾔ/

快適!ひとり好き! 秋川 リサ／著 さくら舎 778.2/ｱ/

　＊　８００  言語　＊

新明解現代漢和辞典 影山 輝國／編著 三省堂 813.2/ｼ/

　＊　９００  文学　＊

中川李枝子　　（のこす言葉 KOKORO BOOKLET） 中川 李枝子／著 平凡社 910.2/ﾅ/

日本のヤバい女の子 はらだ 有彩／著 柏書房 910.2/ﾊ/

ドナルド・キーン著作集　第15巻 ドナルド・キーン／著 新潮社 910.8/ｷ/15

落日 湊 かなえ／[著] 角川春樹事務所 913.6/ﾐ/

一人暮らし 曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿ/

のっけから失礼します 三浦 しをん／著 集英社 914.6/ﾐ/

子育てとばして介護かよ 島影 真奈美／著 KADOKAWA 916/ｼ/

わたし、虐待サバイバー 羽馬 千恵／著 ブックマン社 916/ﾊ/

愛を知ったのは処刑に駆り立てられる日々の後だった 舟越 美夏／著 河出書房新社 916/ﾌ/

躁うつ夫婦 リョコモコ／著 星和書店 916/ﾘ/

隠された悲鳴 ユニティ・ダウ／著 英治出版 933.7/ﾀﾞ/

トランスジェンダーの私がボクサーになるまで トーマス・ページ・マクビー／著 毎日新聞出版 936/ﾏ/

　＊　Ｆ  小説　＊

アスリーツ あさの あつこ／著 中央公論新社 F/ｱ/

市の舞踏 樹 紗夜乃／著 幻冬舎メディアコンサルティング F/ｲ/

妻の終活 坂井 希久子／著 祥伝社 F/ｻ/

藤村多希 渡辺 せつ子／著 郁朋社 F/ﾜ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

人生は「2周目」からがおもしろい　　（青春新書INTELLIGENCE） 齋藤 孝／著 青春出版社 G159.7/ｻ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

人間関係が一気にうまくいくねぎらいの魔法　　（知的生きかた文庫） 兼重 日奈子／著 三笠書房 G159/ｶ/

フォト・ドキュメンタリー朝鮮に渡った「日本人妻」　　（岩波新書 新赤版） 林 典子／著 岩波書店 Ｇ334.4/ﾊ/

自分のことは話すな　　（幻冬舎新書） 吉原 珠央／著 幻冬舎 G361.4/ﾖ/

露出する女子、覗き見る女子　　（ちくま新書） 三浦 展／著 筑摩書房 G367.2/ﾐ/

8050問題の深層　　（NHK出版新書） 川北 稔／著 NHK出版 G367.7/ｶ/

昭和とわたし　　（文春新書） 澤地 久枝／著 文藝春秋 G910.2/ｻ/

孤独の特権　　（ポプラ新書） 曽野 綾子／著 ポプラ社 G914.6/ｿ/

　＊　児童書　＊

ちゃんと知りたい歴史に輝く女性たち 榎本 秋／編著 清水書院 280/ｴ/Z

「映画」をつくった人 マーラ・ロックリフ／作 汐文社 289/ｷﾞ/

星の旅人 小前 亮／著 小峰書店 289/ｺ/

津田梅子 中川 千英子／文 学研プラス 289/ﾅ/

もうひとつの屋久島から　　（フレーベル館ノンフィクション） 武田 剛／著 フレーベル館 291/ﾀ/

こども六法 山崎 聡一郎／著 弘文堂 320/ﾔ/Z

思春期の心とからだ図鑑 ロバート・ウィンストン／監修 三省堂 371/ｼ/Z

死ぬんじゃねーぞ!! 中川 翔子／著 文藝春秋 371/ﾅ/Z

6年1組黒魔女さんが通る!!　08　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/8

おかしえんのごろんたん おくやま れいこ／作・絵 双葉社 913/ｵ/

おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに!　　（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/

ヤービの深い秋　　（Tales of Madguide Water） 梨木 香歩／著 福音館書店 913/ﾅ/

　＊　絵本　＊

うちに帰りたくないときによむ本 川崎 二三彦／監修 少年写真新聞社 E/ｳ/

おばあちゃん、ぼくにできることある? ジェシカ・シェパード／さく 偕成社 E/ｵ/

王子と騎士 ダニエル・ハーク／作 オークラ出版 E/ｵ/

「危険なジェーン」とよばれても　　（世界をみちびいた知られざる女性たち） スザンヌ・スレード／文 岩崎書店 E/ｷ/

そらまめくんのおやすみなさい なかや みわ／さく 小学館 E/ｿ/ﾍﾞﾋﾞｰ

なだれうさぎ　　（くるしま童話名作選） 久留島 武彦／作 子どもの未来社 E/ﾅ/

ノラネコぐんだんふねにのる　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 E/ﾉ/

ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 E/ﾉ/

弾きがえる 久留島 武彦／作 子どもの未来社 E/ﾋ/

村娘と王女 ダニエル・ハーク／作 オークラ出版 E/ﾑ/


