
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（12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　＊

命を危険にさらして マリーヌ・ジャックマン／著 創元社 070.1/ｲ/

　＊　１００  哲学　＊

大切な人を亡くしたあなたに知っておいてほしい5つのこと 井手 敏郎／著 自由国民社 146.8/ｲ/

“寝る前に5分”読むだけで「不安」がスーッと消え去る本 弥永 英晃／著 大和出版 146.8/ﾔ/

飽きる勇気 大草 直子／著 講談社 159.6/ｵ/

女大学評論 新女大学 福澤 諭吉／著 名古屋文化学園 159.6/ﾌ/

ホントはやなこと、マジでやめてみた アレクサンドラ・ラインヴァルト／著 飛鳥新社 159.6/ﾗ/

自分勝手で生きなさい 下重 暁子／著 マガジンハウス 159/ｼ/

心のザワザワがなくなる比べない習慣 玉置 妙憂／著 日本実業出版社 188.5/ﾀ/

　＊　２００  歴史　＊

読む絵巻小倉 米津 三郎／編 井筒屋 219.1/ﾖ/

キュロテ・ドゥ ペネロープ・バジュー／著 DU BOOKS 280.4/ﾊﾞ/

ルース・ベイダー・ギンズバーグ ジェフ・ブラックウェル／編 あすなろ書房 289.3/ﾌﾞ/

好きな場所へ自由に行きたい 岡本 敬子／著 光文社 291/ｵ/

フィンランドでかなえる100の夢 kukkameri／著 ダイヤモンド・ビッグ社 293.8/ｸ/

　＊　３００  社会科学　＊

私の身に起きたこと 清水 ともみ／著 季節社 316.8/ｼ/

マンガで解決!男の離婚　　（Futabasha Culture Comic Series 弁護士ドットコムの「身近なトラブル相談室」） 弁護士ドットコム／監修 双葉社 324.6/ﾏ/

刑事司法とジェンダー 牧野 雅子／著 インパクト出版会 326.2/ﾏ/

女性のキャリア支援　　（シリーズダイバーシティ経営） 武石 恵美子／著 中央経済社 336.4/ﾀ/

たった3行で99%伝える!すごい箇条書きの技術 鈴置 貞治／著 秀和システム 336.5/ｽ/

アンチウイルスソフトとしての社会学 ましこ ひでのり／著 三元社 361.8/ﾏ/

女ひとり、家を建てる ツレヅレハナコ／著 河出書房新社 365.3/ﾂ/

変わろうとする組織変わりゆく働く女性たち 安藤 史江／編著 晃洋書房 366.3/ｱ/

職場のいじめ・パワハラと法対策 水谷 英夫／著 民事法研究会 366.3/ﾐ/

私たちはどう働くべきか 池上 彰／著 徳間書店 366/ｲ/

ジェンダーで読む映画評/書評 杉本 貴代栄／著 学文社 367.1/ｽ/

また、怒っちゃったがなくなる本 安藤 俊介／著 リベラル社 367.3/ｱ/

ムカついても、やっぱり夫婦で生きていく 一田 憲子／著 エムディエヌコーポレーション 367.3/ｲ/

結婚5年目の心理学 マルコ社／編集 マルコ社 367.3/ﾏ/

世界のひきこもり ぼそっと池井多／著 寿郎社 367.6/ﾎﾞ/

認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリエーション 尾渡 順子／著 講談社 369.2/ｵ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　３００  社会科学　＊

心病む夫と生きていく方法　　   （みんなねっとライブラリー） 蔭山 正子／編著 ペンコム 369.2/ｶ/

子ども虐待と向きあう 兵庫民主教育研究所子どもの人権委員会／編 三学出版 369.4/ﾋ/

女性管理職という生き方 藤木 美智代／著 学事出版 374.3/ﾌ/

女性の大学進学拡大と機会格差 日下田 岳史／著 東信堂 377.2/ﾋ/

子どもをキッチンに入れよう! 藤野 恵美／著 ポプラ社 379.9/ﾌ/

　＊　４００  自然科学　＊

みんなのひきこもり 加藤 隆弘／著 木立の文庫 493.7/ｶ/

大学生活、大丈夫?　　      （KUP医学ライブラリ） 梶谷 康介／著 九州大学出版会 493.7/ｶ/

やさしく解説産婦人科のおはなし 小松 一／著 青春出版社プレミアム編集工房 495/ｺ/

女性ホルモンが整うオトナ女子の睡眠ノート 坪田 聡／著 総合法令出版 498.3/ﾂ/

おうち太り・栄養不足・自炊疲れすべて解決!テレワークごはん 女子栄養大学栄養クリニック／監修 女子栄養大学出版部 498.5/ｼﾞ/

　＊　５００  技術　＊

身近なプラスチックがわかる　　（ファーストブック） 西岡 真由美／著 技術評論社 578.4/ﾆ/

いけいけどんどん!ワーママ奮闘記 あい／著 マイナビ出版 599/ｱ/

　＊　７００  芸術　＊

偏愛ムラタ美術館　展開篇 村田 喜代子／著 徳間書店 720.4/ﾑ/

母親だから当たり前? 龍 たまこ／著 KADOKAWA 726.1/ﾘ/

棚からつぶ貝 イモト アヤコ／著 文藝春秋 779.1/ｲ/

力尽き筋トレ 石本 哲郎／著 光文社 780.7/ｲ/

　＊　９００  文学　＊

女性作家は捉え返す　            　（未発選書） 西田谷 洋／著 ひつじ書房 909/ﾆ/

大人だって読みたい!少女小説ガイド 嵯峨 景子／編著 時事通信出版局 910.2/ｻ/

ガラスの50代 酒井 順子／著 講談社 914.6/ｻ/

寂聴残された日々 瀬戸内 寂聴／著 朝日新聞出版 914.6/ｾ/

元女子高生、パパになる 杉山 文野／著 文藝春秋 916/ｽ/

　＊　Ｆ  小説　＊

影に対して 遠藤 周作／著 新潮社 F/ｴ/

銀の夜 角田 光代／著 光文社 F/ｶ/

この気持ちもいつか忘れる 住野 よる／著 新潮社 F/ｽ/

どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地 はるな／著 双葉社 F/ﾃ/

青春とは、 姫野 カオルコ／著 文藝春秋 F/ﾋ/

空洞のなかみ 松重 豊／著 毎日新聞出版 F/ﾏ/

肉体のジェンダーを笑うな 山崎 ナオコーラ／著 集英社 F/ﾔ/

湖の女たち 吉田 修一／著 新潮社 F/ﾖ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

脳から見るミュージアム　　（講談社現代新書） 中野 信子／著 講談社 G069/ﾅ/

娘のトリセツ　              　（小学館新書） 黒川 伊保子／著 小学館 Ｇ143.5/ｸ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

いつも一人で頑張ってしまうあなたへ 藤田 ひろみ／著 幻冬舎メディアコンサルティング G159.4/ﾌ/

ペルソナ                  　　（講談社現代新書） 中野 信子／著 講談社 Ｇ289.1/ﾅ/

妻に言えない夫の本音　　（朝日新書） 朝日新聞「父親のモヤモヤ」取材班／著 朝日新聞出版 Ｇ366.7/ｱ/

家族のトリセツ　           　（NHK出版新書） 黒川 伊保子／著 NHK出版 G367.3/ｸ/

愛と性と存在のはなし　  　（NHK出版新書） 赤坂 真理／著 NHK出版 G367.9/ｱ/

感情を“毒”にしないコツ　　（青春新書INTELLIGENCE） 大平 哲也／著 青春出版社 G498.3/ｵ/

産婦人科医が伝えたいコロナ時代の妊娠と出産　　（星海社新書） 宋 美玄／著 星海社 G598.2/ｿ/

三島由紀夫　　             （岩波新書 新赤版） 佐藤 秀明／著 岩波書店 G910.2/ｻ/

　＊　児童書　＊

世界のすごい女子伝記 キャスリン・ハリガン／文 講談社 280/ﾊ/

プチ三太郎とあるくせかいちず プチ三太郎チーム／著 三修社 290/ﾌﾟ/

水族館のサバイバル　2　　（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 480/ｺﾞ/2

6年1組黒魔女さんが通る!!　12　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/12

ウィズ・ユー　                　（くもんの児童文学） 濱野 京子／作 くもん出版 913/ﾊ/Z

クリスマスの小屋 ルース・ソーヤー／再話 福音館書店 993/ｸ/

　＊　絵本　＊

オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ サヤカ／作 えほんの杜 E/ｵ/

おなかちゃん　               　（創作絵本シリーズ） 猫月 うた／[作] みらいパブリッシング E/ｵ/

クリスマス・イブのねがいごと トレーシー・コーデュロイ／作 岩崎書店 E/ｸ/

ノラネコぐんだんケーキをたべる　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 E/ﾉ/

ひめちゃんのマスク のぶみ／さく 幻冬舎メディアコンサルティング E/ﾋ/

ムカムカ!“いかり”はあばれんぼう ささき みお／絵 少年写真新聞社 E/ﾑ/


