
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　＊

13歳からのジャーナリスト 伊藤 千尋／著 かもがわ出版 070.1/ｲ/

　＊　１００  哲学　＊

まんがでわかる妻のトリセツ 黒川 伊保子／編著 講談社 143.5/ｸ/

自己肯定感が低い自分と上手につきあう処方箋 大嶋 信頼／著 ナツメ社 146.8/ｵ/

自分を生きる女たち 太田 華代／著 銀河出版舎 159.4/ｵ/

楽しくなければ仕事じゃない 干場 弓子／著 東洋経済新報社 159.4/ﾎ/

WOMAN'S GIFT 金城 幸政／著 三笠書房 159.6/ｷ/

ゆるあまマインドで豊かになる50の習慣 向井 ゆき／著 KADOKAWA 159.6/ﾑ/

不良という矜持 下重 暁子／著 自由国民社 159.7/ｼ/

　＊　２００  歴史　＊

人々がつなぐ世界史　　（MINERVA世界史叢書） 永原 陽子／責任編集 ミネルヴァ書房 209/ﾋ/

実像 秋山 千佳／著 KADOKAWA 289.1/ｱ/

　＊　３００  社会科学　＊

暴力・国家・ジェンダー　　（中央大学社会科学研究所研究叢書） 中島 康予／編著 中央大学出版部 311/ﾅ/

内縁・事実婚・同性婚の実務相談 小島 妙子／著 日本加除出版 324.6/ｺ/

大切な人を亡くしたあとのお金のこと手続きのこと 横川 由理／著 河出書房新社 324.7/ﾖ/

マンガでわかる未来の年表 水上 航／漫画 講談社 334.3/ﾐ/

文化的進化論 ロナルド・イングルハート／著 勁草書房 361.5/ｲ/

「尊厳ある社会」に向けた法の貢献 島田 陽一／編 旬報社 366.1/ｿ/

「労働」から学ぶジェンダー論　　（MINERVA TEXT LIBRARY） 乙部 由子／著 ミネルヴァ書房 366.3/ｵ/

戦争と福祉 武田 尚子／著 晃洋書房 366.3/ﾀ/

この社会で働くのはなぜ苦しいのか 樫村 愛子／著 作品社 366.9/ｶ/

争点としてのジェンダー 江原 由美子／著 ハーベスト社 367.1/ｴ/

被害と加害をとらえなおす 信田 さよ子／著 春秋社 367.1/ﾉ/

平和とジェンダー正義を求めて 清末 愛砂／編著 耕文社 367.2/ｷ/

21世紀家族へ　　（有斐閣選書） 落合 恵美子／著 有斐閣 367.3/ｵ/

後悔しない子育て　　（こころライブラリー） 信田 さよ子／著 講談社 367.3/ﾉ/

クィア・スタディーズをひらく　1 菊地 夏野／編著 晃洋書房 367.9/ｷ/1

男子は、みんな宇宙人! のじま なみ／著 日本能率協会マネジメントセンター 367.9/ﾉ/

本当の貧困の話をしよう 石井 光太／著 文藝春秋 368.2/ｲ/

介護の現場と業界のしくみ 高山 善文／著 ナツメ社 369.2/ﾀ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

ウンコ・シッコの介護学　　（シリーズ考える杖） 三好 春樹／著 雲母書房 369.2/ﾐ/

世界中の子どもの権利をまもる30の方法 国際子ども権利センター／編 合同出版 369.4/ｺ/

伸びる子どもは○○がすごい　　（日経プレミアシリーズ） 榎本 博明／著 日本経済新聞出版社 379.9/ｴ/

　＊　４００  自然科学　＊

マタニティアセスメントガイド 吉沢 豊予子／編著 真興交易(株)医書出版部 492.9/ﾖ/

認知症の親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 榎本 睦郎／著 永岡書店 493.7/ｴ/

生き延びるためのアディクション 大嶋 栄子／著 金剛出版 493.7/ｵ/

女40代の体にミラクルが起こる!ちぇぶら体操 永田 京子／著 三笠書房 495/ﾅ/

おしりが上がる驚異のきくち体操 菊池 和子／著 ダイヤモンド社 498.3/ｷ/

　＊　５００  技術　＊

もう通勤服に悩まない 小山田 早織／著 講談社 589.2/ｵ/

身につけるべきは、“年相応”の美しさ 福井 美余／著 KADOKAWA 595.5/ﾌ/

ゼロからはじめる女子のボディメイク 石本 哲郎／著 学研プラス 595.6/ｲ/

ラク弁当レシピの法則　　（エイムック ei cooking） 長谷川 りえ／[著] 枻出版社 596.4/ﾊ/

とりわけ冷凍で親ごはん　　（親の元気を支えるシリーズ） 小菅 陽子／著 女子栄養大学出版部 596/ｺ/

　＊　６００  産業　＊

スマホ使いこなしてる? こいし ゆうか／著 マガジンハウス 694.6/ｺ/

　＊　７００  芸術　＊

黒沼ユリ子　　（のこす言葉 KOKORO BOOKLET） 黒沼 ユリ子／著 平凡社 762.5/ｸ/

　＊　８００  言語　＊

女性の文章と近代 出雲 朝子／著 花鳥社 816/ｲ/

　＊　９００  文学　＊

匂いと香りの文学誌　　（春陽堂ライブラリー） 真銅 正宏／著 春陽堂書店 910.2/ｼ/

光源氏と女君たち 石村 きみ子／著 国書刊行会 913.3/ｲ/

希望という名のアナログ日記 角田 光代／著 小学館 914.6/ｶ/

人間の芯 曽野 綾子／著 青志社 914.6/ｿ/

私日記　10 曽野 綾子／著 海竜社 915.6/ｿ/10

壊れた家族で生きてきた　　（コミックエッセイの森） 最上 うみみ／著 イースト・プレス 916/ｻ/

介護のうしろから「がん」が来た! 篠田 節子／著 集英社 916/ｼ/

「抵抗」する女たち 大野 藍梨／著 松籟社 950.2/ｵ/

　＊　Ｆ  小説　＊

人を乞う あさの あつこ／著 祥伝社 F/ｱ/

犬 赤松 利市／著 徳間書店 F/ｱ/

わたしは誰も看たくない 小原 周子／著 講談社 F/ｵ/

祝祭と予感 恩田 陸／著 幻冬舎 F/ｵ/

ライオンのおやつ 小川 糸／著 ポプラ社 F/ｵ/

罪の声 塩田 武士／著 講談社 F/ｼ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

さんかく 千早 茜／著 祥伝社 F/ﾁ/

ツナグ 辻村 深月／著 新潮社 F/ﾂ/

緋色のマドンナ 那須田 淳／著 ポプラ社 F/ﾅ/

きみの正義は 水生 大海／著 文藝春秋 F/ﾐ/

彼女たちの犯罪 横関 大／著 幻冬舎 F/ﾖ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

夫のトリセツ　　（講談社+α新書） 黒川 伊保子／[著] 講談社 G143.6/ｸ/

女の子は本当にピンクが好きなのか　　（河出文庫） 堀越 英美／著 河出書房新社 G367.1/ﾎ/

日本の貧困女子　　（SB新書） 中村 淳彦／著 SBクリエイティブ G367.2/ﾅ/

痴漢外来　　（ちくま新書） 原田 隆之／著 筑摩書房 G493.7/ﾊ/

　＊　絵本　＊

グレース・ホッパー　　（世界をみちびいた知られざる女性たち） ローリー・ウォールマーク／文 岩崎書店 E/ｸﾞ/

ふたりのパパとヴィオレット エミール・シャズラン／作 ポット出版 E/ﾌ/

ムーミントロールと金のはっぱ　　（ムーミンのおはなしえほん） トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E/ﾑ/


