
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（3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　＊

50代からのGoogle入門　2021最新版　　（マイウェイムック） マイウェイ出版 007.5/ｺﾞ/

マンガまるわかり著作権 齋藤 理央／著 新星出版社 021.2/ｻ/

訴えたらむしろ負ける!!ハラスメント図鑑 こじらじ／著 大和書房 049/ｺ/

　＊　１００  哲学　＊

やめる時間術 尾石 晴／著 実業之日本社 159.4/ｵ/

「なりたい私」に近づく1分!ルーティン　　（日経BPムック 日経ホームマガジン） 日経BP 159.6/ﾅ/

NYで学んだ最高の魅せ方 原田 眞里／著 あさ出版 159.6/ﾊ/

　＊　２００  歴史　＊

評伝九津見房子 堀 和恵／著 郁朋社 289.1/ｸ/

るるぶ今見たい!世界の絶景　　（JTBのMOOK） JTBパブリッシング 290.9/ﾙ/

　＊　３００  社会科学　＊

何とかならない時代の幸福論 ブレイディみかこ／著 朝日新聞出版 304/ﾌﾞ/

福田昌子とその時代 佐藤 瑞枝／著 ドメス出版 312.1/ｻ/

サフラジェット デイヴィッド・ロバーツ／著 合同出版 314.8/ﾛ/

海と星の伝言（メッセージ）　3 北九州市人権啓発センター／編 北九州市人権啓発センター 316.1/ｳ/3

学問の自由が危ない 佐藤 学／編 晶文社 316.1/ｻ/

世界を動かす変革の力 アリシア・ガーザ／著 明石書店 316.8/ｶﾞ/

投資女子 深田 彩乃／著 ダイヤモンド社 338.1/ﾌ/

悪者図鑑 トキワ エイスケ／著 自由国民社 361.4/ﾄ/

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/

ハラスメント大全 野原 蓉子／監修 青春出版社 366.3/ﾊ/

会社で泣き寝入りしないハラスメント防衛マニュアル 山田 真由子／著 徳間書店 366.3/ﾔ/

あなたの大切なひとを守るために 中野 淑子／著 旬報社 366.9/ﾅ/

存在しない女たち キャロライン・クリアド=ペレス／著 河出書房新社 367.1/ｸ/

DV・性暴力被害者を支えるためのはじめてのSNS相談 社会的包摂サポートセンター／編 明石書店 367.1/ｼ/

わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い レベッカ・ソルニット／著 左右社 367.1/ｿ/

エマ・ワトソンの国連スピーチを英語で読む 畠山 雄二／著 開拓社 367.1/ﾊ/

イスラーム・ジェンダー・スタディーズ　3 長沢 栄治／監修 明石書店 367.2/ｲ/3

品川を彩った女性たちのあゆみ 品川の女性史を語る会／編著 かもがわ出版 367.2/ｼ/

日本・台湾の高学歴女性 寺村 絵里子／編著 晃洋書房 367.2/ﾃ/

トラウマと共に生きる 森田 ゆり／編著 築地書館 367.6/ﾓ/

21世紀の恋愛 リーヴ・ストロームクヴィスト／作 花伝社 367.9/ｽ/

子育て支援の経済学 山口 慎太郎／著 日本評論社 369.4/ﾔ/

だから、みんなちがっていい 高濱 正伸／著 扶桑社 370.4/ﾀ/

スマホに振り回される子スマホを使いこなす子 五十嵐 悠紀／著 ジアース教育新社 379.9/ｲ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　４００  自然科学　＊

眼圧リセット 清水 ろっかん／著 飛鳥新社 496/ｼ/

人生を変える歯医者さん ナチュラルメディカルカレッジ／編 エヌ・ティー・エス 497/ﾅ/

お手軽気血ごはん 瀬戸 佳子／著 文化学園文化出版局 498.5/ｾ/

　＊　５００  技術　＊

都市と建築のブログ総覧 福田 知弘／著 フォーラムエイトパブリッシング 520.4/ﾌ/

ネットとSNSを安全に使いこなす方法　　（U18世の中ガイドブック） ルーイ・ストウェル／著 東京書籍 547.4/ｽ/

65歳から心ゆたかに暮らすために大切なこと ショコラ／著 マガジンハウス 590.4/ｼ/

コンパクトにたためるかぎ針編みのエコバッグ アップルミンツ 594.3/ｺ/

もっと!魔法のてぬきおやつ てぬキッチン／著 ワニブックス 596.6/ﾃ/

65歳からのふたりごはんの愉しみ 石原 洋子／著 家の光協会 596/ｲ/

あかちゃんからのかぞくの医学 本間 真二郎／著 クレヨンハウス 598.3/ﾎ/

　＊　６００  産業　＊

女性たちが見ている10年後の消費社会　　（DO BOOKS） 日野 佳恵子／著 同文舘出版 675/ﾋ/

　＊　７００  芸術　＊

傘寿まり子　13　　（KCDX BE LOVE） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/13

傘寿まり子　14　　（KCDX BE LOVE） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/14

りえさん手帖　2 西原 理恵子／著 毎日新聞出版 726.1/ｻ/2

スナックキズツキ 益田 ミリ／著 マガジンハウス 726.1/ﾏ/

大奥　第19巻　　（YOUNG ANIMAL COMICS） よしなが ふみ／著 白泉社 726.1/ﾖ/19

デザイン大全 尾沢 早飛／著 SBクリエイティブ 727/ｵ/

やがて鐘(カンパネラ)は鳴る フジコ・ヘミング／著 双葉社 762.3/ﾍ/

　＊　９００  文学　＊

生き抜く力 曽野 綾子／著 海竜社 914.6/ｿ/

アナイス・ニンとの対話 アナイス・ニン／[述] 鳥影社 930.2/ﾆ/

ムーミン谷の名言集 トーベ・ヤンソン／文・絵 講談社 949.8/ﾔ/

スナフキンのことば　　（ムーミン谷の名言シリーズ） トーベ・ヤンソン／絵とことば 講談社 949.8/ﾔ/1

ちびのミイのことば　　（ムーミン谷の名言シリーズ） トーベ・ヤンソン／絵とことば 講談社 949.8/ﾔ/2

ムーミンママのことば　　（ムーミン谷の名言シリーズ） トーベ・ヤンソン／絵とことば 講談社 949.8/ﾔ/3

ムーミントロールのことば　　（ムーミン谷の名言シリーズ） トーベ・ヤンソン／絵とことば 講談社 949.8/ﾔ/4

　＊　Ｆ  小説　＊

母影 尾崎 世界観／著 新潮社 F/ｵ/

睦家四姉妹図 藤谷 治／著 筑摩書房 F/ﾌ/

累々 松井 玲奈／著 集英社 F/ﾏ/

散歩するネコ　　（れんげ荘物語） 群 ようこ／[著] 角川春樹事務所 F/ﾑ/

おたがいさま　　（れんげ荘物語） 群 ようこ／[著] 角川春樹事務所 F/ﾑ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

わが子に「なぜ海の水はしょっぱいの?」と聞かれたら?　　（講談社+α新書） 「大人」とは何か?研究所／編 講談社 G049/ｵ/

だからここにいる　　（幻冬舎文庫） 島崎 今日子／[著] 幻冬舎 G281/ｼ/

イスラームからヨーロッパをみる　　（岩波新書 新赤版） 内藤 正典／著 岩波書店 G316.8/ﾅ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

ルポ技能実習生　　（ちくま新書） 澤田 晃宏／著 筑摩書房 G366.8/ｻ/

女性差別はどう作られてきたか　　（集英社新書） 中村 敏子／著 集英社 G367.2/ﾅ/

在宅ひとり死のススメ　　（文春新書） 上野 千鶴子／著 文藝春秋 G367.7/ｳ/

女の不作法　　（幻冬舎文庫） 内館 牧子／[著] 幻冬舎 G914.6/ｳ/

男の不作法　　（幻冬舎文庫） 内館 牧子／[著] 幻冬舎 G914.6/ｳ/

グリーンピースの秘密　　（幻冬舎文庫） 小川 糸／[著] 幻冬舎 G914.6/ｵ/

ほどほど快適生活百科　　（集英社文庫） 群 ようこ／著 集英社 G914.6/ﾑ/

　＊　児童書　＊

渋沢栄一　　（学研まんがNEW日本の伝記SERIES） 大石 学／監修 学研プラス 289/ｼ/

SDGsのきほん　11 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/11

SDGsのきほん　12 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/12

SDGsのきほん　13 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/13

SDGsのきほん　14 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/14

絵で見る統計 ミレイア・トリウス／文 あすなろ書房 350/ﾄ/

ふつうに生きるって何? 井手 英策／著 毎日新聞出版 360/ｲ/

女の子はどう生きるか　　（岩波ジュニア新書） 上野 千鶴子／著 岩波書店 367/ｳ/Z

明日、学校へ行きたくない 茂木 健一郎／著 KADOKAWA 371/ﾓ/Z

本当に危ないスマホの話 遠藤 美季／監修 金の星社 694/ﾎ/

ママのしあわせ　　（おでかけBOOK） ほしの くみこ／[作] ポエムピース 726/ﾎ/

おしりたんてい おしりたんていのこい!?　　（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/

　＊　絵本　＊

あつかったらぬげばいい　　（MOEのえほん） ヨシタケ シンスケ／著 白泉社 E/ｱ/

すきなことにがてなこと 新井 洋行／作 くもん出版 E/ｽ/

ねこはるすばん 町田 尚子／作 ほるぷ出版 E/ﾈ/

パンどろぼう 柴田 ケイコ／作 KADOKAWA E/ﾊﾟ/

111本の木 リナ・シン／文 光村教育図書 E/ﾋ/

ホオナニ、フラおどります ヘザー・ゲイル／文 さ・え・ら書房 E/ﾎ/

ママはかいぞく カリーヌ・シュリュグ／ぶん 光文社 E/ﾏ/


