
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（1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　＊

年齢が約束してくれるもの ペルラ・セルヴァン=シュレイベール／著 主婦の友社 159.6/ｾ/

　＊　２００  歴史　＊

地図化すると世界の動きが見えてくる 伊藤 智章／著 ベレ出版 290.4/ｲ/

　＊　３００  社会科学　＊

生きづらさに立ち向かう 前川 喜平／著 岩波書店 304/ﾏ/

「段取りが良い人」と「段取りが悪い人」の習慣 鈴木 真理子／著 明日香出版社 336.2/ｽ/

女性マネージャーの働き方改革2.0 高田 朝子／著 生産性出版 336.3/ﾀ/

女性管理職1年目の教科書 野見山 玲子／著 日本経済新聞出版社 336.3/ﾉ/

職場の人間関係は自己肯定感が9割 工藤 紀子／著 フォレスト出版 336.4/ｸ/

SDGsと日本 「人間の安全保障」フォーラム／編 明石書店 360/ﾆ/

BLが開く扉 ジェームズ・ウェルカー／編著 青土社 361.5/ｳ/

よくわかる家族社会学　　（やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ） 西野 理子／編著 ミネルヴァ書房 361.6/ﾆ/

ふれる社会学 ケイン 樹里安／編著 北樹出版 361/ｹ/

定年後も働きたい。 松本 すみ子／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 366.2/ﾏ/

あらましとQ&Aでわかるハラスメント対策 大橋 さやか／編著 金融財政事情研究会 366.3/ｵ/

仕事と子育てが大変すぎてリアルに泣いているママたちへ! 小島 慶子／著 日経BP 366.3/ｺ/

いま、翔び立つとき メリンダ・ゲイツ／著 光文社 367.1/ｹﾞ/

明日は生きてないかもしれない…という自由 田中 美津／著 インパクト出版会 367.1/ﾀ/

ひれふせ、女たち ケイト・マン／著 慶應義塾大学出版会 367.1/ﾏ/

#KuToo  靴から考える本気のフェミニズム 石川 優実／著 現代書館 367.2/ｲ/

WOMEN女性たちの世界史大図鑑 ホーリー・ハールバート／[ほか]監修 河出書房新社 367.2/ｳ/

非・映え女子 oyumi／著 大和出版 367.2/ｵ/

韓国フェミニズムと私たち タバブックス／編集 タバブックス 367.2/ﾀ/

イスラーム・ジェンダー・スタディーズ　1 長沢 栄治／監修 明石書店 367.2/ﾅ/

誰にも言えない夫婦の悩み相談室 小野 美世／著 WAVE出版 367.3/ｵ/

夫婦喧嘩は買ったらダメ。勝ったらダメ。 野々村 友紀子／著 産業編集センター 367.3/ﾉ/

結婚滅亡 荒川 和久／著 あさ出版 367.4/ｱ/

結婚してもしなくてもうるわしきかな人生 小林 久乃／著 ベストセラーズ 367.4/ｺ/

壊されゆく子どもたち 水谷 修／著 日本評論社 367.6/ﾐ/

8050問題 黒川 祥子／著 集英社 367.7/ｸ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

LGBTをめぐる法と社会 谷口 洋幸／編著 日本加除出版 367.9/ﾀ/

ASD<自閉症スペクトラム障害>、ADHD、LD入園・入学前までに気づいて支援する本 宮尾 益知／監修 河出書房新社 378/ﾐ/

21世紀の「男の子」の親たちへ おおた としまさ／著 祥伝社 379.9/ｵ/

お父さんのための子育ての教科書 七田 厚／著 ダイヤモンド社 379.9/ｼ/

　＊　４００  自然科学　＊

アーユルヴェーダ式ライフスタイル ゴピ・ウォリアー／共著 ガイアブックス 490.9/ｳ/

ゲーム依存からわが子を守る本　　（心のお医者さんに聞いてみよう） 花田 照久／監修 大和出版 493.9/ｹﾞ/

　＊　５００  技術　＊

インターネット白書　2019 インターネット白書編集委員会／編 インプレスR&D 547.4/ｲ/19

すててもやめてもうまくいく All Aboutモヤフォー研究所／著 WAVE出版 590/ｵ/

　＊　７００  芸術　＊

天才たちの日課　女性編 メイソン・カリー／著 フィルムアート社 702.8/ｶ/

39歳、私いつまでこのまんま?　　（コミックエッセイの森） 大日野 カルコ／著 イースト・プレス 726.1/ｵ/

HAPPYおばさんのしあわせな暮らし方 田村 セツコ／著 興陽館 726.5/ﾀ/

大丈夫、なるようになるから。 赤木 春恵／著 世界文化社 772.1/ｱ/

　＊　９００  文学　＊

笑いのシャワー 江口 正子／著 論創社 911.5/ｴ/

小さいコトが気になります 益田 ミリ／著 筑摩書房 914.6/ﾏ/

ほんのちょっと当事者 青山 ゆみこ／著 ミシマ社 916/ｱ/

妻は他人 さわぐち けいすけ／著 KADOKAWA 916/ｻ/

ぼけますから、よろしくお願いします。 信友 直子／著 新潮社 916/ﾉ/

　＊　白書　＊

労働経済白書　令和元年版 厚生労働省／編 日経印刷 C80/ﾛ/19

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

この国の息苦しさの正体　　（朝日新書） 和田 秀樹／著 朝日新聞出版 G141.6/ﾜ/

タテ社会と現代日本　　（講談社現代新書） 中根 千枝／著 講談社 G361.3/ﾅ/

毒親介護　　（文春新書） 石川 結貴／著 文藝春秋 G367.7/ｲ/

中高年ひきこもり　　（扶桑社新書） 藤田 孝典／著 扶桑社 G367.7/ﾌ/

「孤独な育児」のない社会へ　　（岩波新書 新赤版） 榊原 智子／著 岩波書店 G369.4/ｻ/

老人の美学　　（新潮新書） 筒井 康隆／著 新潮社 G914.6/ﾂ/

　＊　児童書　＊

主人公はきみだ 中山 千夏／著 出版ワークス 316/ﾅ/Z

大人になる前に知る性のこと　　（なるにはBOOKS） 加納 尚美／編著 ぺりかん社 367/ｶ/Z

図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 519/ｲ/Z

　＊　絵本　＊

ノラネコぐんだんカレーライス　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 E/ﾉ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

ムーミン谷のクリスマス トーベ・ヤンソン／原作 徳間書店 E/ﾑ/


