
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（11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　＊

SNS暴力 毎日新聞取材班／著 毎日新聞出版 007.3/ﾏ/

記者トレ 井藤 元／監修 日本能率協会マネジメントセンター 070.1/ｲ/

　＊　１００  哲学　＊

男と女は、イヌとネコ 池川 明／著 BABジャパン 143.1/ｲ/

精神分析にとって女とは何か 西 見奈子／編著 福村出版 146.1/ﾆ/

カウンセリングで何ができるか 信田 さよ子／著 大月書店 146.8/ﾉ/

「自己肯定感低めの人」のための本 山根 洋士／著 アスコム 146.8/ﾔ/

女子の品格 石川 真理子／著 致知出版社 159.6/ｲ/

「自分に素直な女(ひと)」が結局いちばんうまくいく ハマトモ／著 Clover出版 159.6/ﾊ/

自分らしくなれる「ソトママ」 松本 ゆうや／著 1万年堂出版 159.6/ﾏ/

ヒロインたちの聖書ものがたり 福嶋 裕子／著 ヘウレーカ 193/ﾌ/

　＊　２００  歴史　＊

少女たちがみつめた長崎 渡辺 考／著 書肆侃侃房 210.7/ﾜ/

世界は女性が変えてきた ケイト・ホッジス／著 東京書籍 280.4/ﾎ/

　＊　３００  社会科学　＊

ケアするのは誰か? ジョアン・C.トロント／著 白澤社 311.7/ﾄ/

いまはそれアウトです! 菊間 千乃／著 アスコム 320.4/ｷ/

ペンとミシンとヴァイオリン 清末 愛砂／著 寿郎社 334.4/ｷ/

地方でひとりで起業する! 嬉野 敏彦／著 スタンダーズ・プレス 335/ｳ/

女性の起業は「キャラづくり」で成功する 増田 悦子／著 コスミック出版 335/ﾏ/

わけるとつなぐ 深沢 真太郎／著 ダイヤモンド社 336.2/ﾌ/

テレワーク時代の「心のケア」マネジメント 和田 隆／著 方丈社 336.4/ﾜ/

この世の中を動かす暗黙のルール 岡田 尊司／著 日本図書センター 361.4/ｵ/

「初めまして」が楽しくなる!初対面の会話術 上前 拓也／著 セルバ出版 361.4/ｶ/

オンラインでも好かれる人・信頼される人の話し方 桑野 麻衣／[著] クロスメディア・パブリッシング 361.4/ｸ/

コミュニティの幸福論 桜井 政成／著 明石書店 361.6/ｻ/

あなたの年金がすべてわかる　2021年版　　（人生設計応援mook Jiyu Kokumin LifePlan Series） 西村 利孝／監修 自由国民社 364.6/ﾆ/21

パワハラ・セクハラ・マタハラ相談はこうして話を聴く 野原 蓉子／著 経団連出版 366.3/ﾉ/

こんな対応絶対ナシ!パワハラ・セクハライラスト事例集 森井 梢江／著 企業通信社 366.3/ﾓ/

99%のためのフェミニズム宣言 シンジア・アルッザ／共著 人文書院 367.1/ｱ/

<家父長制>は無敵じゃない シンシア・エンロー／著 岩波書店 367.1/ｴ/

フェミニズムはみんなのもの ベル・フックス／著 エトセトラブックス 367.1/ﾌ/

夫を変える!魔法の言い方 佐藤 律子／著 自由国民社 367.3/ｻ/

モテないけど生きてます ぼくらの非モテ研究会／編著 青弓社 367.5/ﾎﾞ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　３００  社会科学　＊

特別講義「ひきこもり大学」 ひきこもり大学出版チーム／編 潮出版社 367.6/ﾋ/

老活のすすめ 坂東 眞理子／著 飛鳥新社 367.7/ﾊﾞ/

人生のやめどき 樋口 恵子／著 マガジンハウス 367.7/ﾋ/

子どもたちの頭の中がこんなことになってるなんて! アクロストン／著 主婦の友社 367.9/ｱ/

包括的性教育 浅井 春夫／著 大月書店 367.9/ｱ/

これからのヴァギナの話をしよう リン・エンライト／著 河出書房新社 367.9/ｴ/

イエスの意味はイエス、それから… カロリン・エムケ／[著] みすず書房 367.9/ｴ/

同性婚論争 小泉 明子／著 慶應義塾大学出版会 367.9/ｺ/

LGBT専門医が教える心・体そして老後大全　　（わかさカラダネBooks） 針間 克己／監修 わかさ出版 367.9/ﾊ/

国際セクシュアリティ教育ガイダンス ユネスコ／編 明石書店 367.9/ﾕ/

誰かの理想を生きられはしない 吉野 靫／著 青土社 367.9/ﾖ/

性暴力被害を聴く 金 富子／編 岩波書店 368.4/ｷ/

支援者・家族のためのひきこもり相談支援実践ガイドブック 原田 豊／著 福村出版 369.2/ﾊ/

子ども虐待を考えるために知っておくべきこと 滝川 一廣／編 日本評論社 369.4/ﾀ/

子どものココロが見えるユーモア詩の世界 増田 修治／著 ぎょうせい 371.4/ﾏ/

女の子は「脳の見る力」を育てなさい 加藤 俊徳／著 青春出版社 379.9/ｶ/

ようこそ!子育てキッチンへ 村上 三保子／著 みらいパブリッシング 379.9/ﾑ/

　＊　４００  自然科学　＊

物理が楽しくなる!キャラ図鑑 川村 康文／著 新星出版社 420/ｶ/

コロバヌエクササイズ 枝光 聖人／著 自由国民社 493.1/ｴ/

いまこそ語ろう、それぞれのひきこもり　　（メンタル系サバイバルシリーズ） 林 恭子／編 日本評論社 493.7/ﾊ/

親子で考える「子宮頸がん」と「女性のカラダ」 太田 寛／著 日東書院本社 495/ｵ/

あめいろぐ女性医師 宮田 加菜／著 丸善出版 498.1/ﾐ/

病気にならない免疫力の上げかた 永野 剛造／監修 学研プラス 498.3/ﾅ/

スーパーで買ってはいけない食品ガイド 渡辺 雄二／著 大和書房 498.5/ﾜ/

　＊　５００  技術　＊

新型コロナに立ち向かう100の技術　　（日経テクノロジー展望） 日経BP／編 日経BP 504/ﾆ/

第一印象で素敵な人になるおしゃれの法則 石田 純子／監修 主婦の友社 589.2/ﾀﾞ/

アボカ丼 緑川 鮎香／著 大泉書店 596.3/ﾐ/

はじめてでも失敗しない絶対おいしい!おうちパン教室 吉永 麻衣子／著 主婦の友社 596.6/ﾖ/

料理家村上祥子式78歳のひとり暮らし 村上 祥子／著 集英社 596/ﾑ/

　＊　７００  芸術　＊

素人ですが、デザインしてみました。 京田クリエーション／作 パイインターナショナル 727/ｷ/

ガチガチの世界をゆるめる 澤田 智洋／著 百万年書房 780.4/ｻ/

　＊　８００  言語　＊

チームの成果を最大化するオンライン会議BASICS100 谷 益美／著 日本能率協会マネジメントセンター 809.6/ﾀ/

　＊　９００  文学　＊

未来のサイズ 俵 万智／著 角川文化振興財団 911.1/ﾀ/

明るい覚悟 落合 恵子／著 朝日新聞出版 914.6/ｵ/

新しい生活 曽野 綾子／著 ポプラ社 914.6/ｿ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　９００  文学　＊

ミンネのかけら 冨原 眞弓／著 岩波書店 914.6/ﾄ/

炉辺の風おと 梨木 香歩／著 毎日新聞出版 914.6/ﾅ/

女ともだち 早川 義夫／著 筑摩書房 914.6/ﾊ/

今日の人生　2 益田 ミリ／著 ミシマ社 914.6/ﾏ/2

オタク女子が、4人で暮らしてみたら。 藤谷 千明／著 幻冬舎 916/ﾌ/

　＊　白書　＊

子供・若者白書　令和2年版 内閣府／編集 日経印刷 C22/ｺ/20

　＊　Ｆ  小説　＊

夜明けのすべて 瀬尾 まいこ／著 水鈴社 F/ｾ/

彼女が天使でなくなる日 寺地 はるな／[著] 角川春樹事務所 F/ﾃ/

働く女子に明日は来る! 中澤 日菜子／著 小学館 F/ﾅ/

風よあらしよ 村山 由佳／著 集英社 F/ﾑ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

あなたの怒りは武器になる　　（河出新書） 安藤 俊介／著 河出書房新社 G141.6/ｱ/

女と男はすれ違う!　　（ポプラ新書） 黒川 伊保子／著 ポプラ社 G159.6/ｸ/

アジアの国民感情　　（中公新書） 園田 茂人／著 中央公論新社 G319.2/ｿ/

虹色チェンジメーカー　　（小学館新書） 村木 真紀／著 小学館 G336.4/ﾑ/

いじめとひきこもりの人類史　　（新潮新書） 正高 信男／著 新潮社 G361.4/ﾏ/

パワハラ問題　　（新潮新書） 井口 博／著 新潮社 G366.3/ｲ/

男性の育休　　（PHP新書） 小室 淑恵／著 PHP研究所 G366.3/ｺ/

「男女格差後進国」の衝撃　　（小学館新書） 治部 れんげ／著 小学館 G367.1/ｼﾞ/

ひとりで老いるということ　　（SB新書） 松原 惇子／著 SBクリエイティブ G367.7/ﾏ/

思春期に心が折れた時親がすべきこと　　（中公新書ラクレ） 関谷 秀子／著 中央公論新社 G493.9/ｾ/

　＊　児童書　＊

ピラミッドのサバイバル　1　　（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 242/ﾎ/1

ピラミッドのサバイバル　2　　（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 242/ﾎ/2

SDGsのきほん　1 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/1

SDGsのきほん　6 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/6

地球村の子どもたち　1 石井 光太／著 少年写真新聞社 333/ｲ/1

ゴミの島のサバイバル　　（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 518/ｺﾞ/

ムーミン谷のおはなし トーベ・ヤンソン／原作 徳間書店 949/ﾔ/

　＊　絵本　＊

あおびょうたん あおき ひろえ／作 理論社 E/ｱ/

赤ちゃんはどうやってうまれるの? フランソワーズ・ローラン／作 汐文社 E/ｱ/

おとなのなかのこども ヘンリー・ブラックショー／さく 化学同人 E/ｵ/

きみはどこからやってきた? フィリップ・バンティング／作 KADOKAWA E/ｷ/

ぐりとぐらのおきゃくさま　　（ぐりとぐらの絵本） 中川 李枝子／さく 福音館書店 E/ｸﾞ/

とりあえずまちましょう 五味 太郎／作 絵本館 E/ｺﾄ/

どうなってるの?どうぶつの歯　海の生きもの編 鈴木 勝／さく はる書房 E/ﾄﾞ/

なまえのないねこ 竹下 文子／文 小峰書店 E/ﾅ/

ハブラシのサミー M.G.レナード／文 化学同人 E/ﾊ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　絵本　＊

ぼくはいしころ 坂本 千明／作 岩崎書店 E/ﾎﾞ/

りんごがコロコロコロリンコ　　（講談社の創作絵本） 三浦 太郎／作 講談社 E/ﾘ/ﾍﾞﾋﾞｰ


