
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（9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　＊

人生が好転するマインドブレイク 恩多限 陽／著 合同フォレスト 146.8/ｵ/

自己肯定力 鴨頭 嘉人／著 かも出版 159/ｶ/

　＊　３００  社会科学　＊

女性が備えるべき3つの相続 高山 亜由美／著 近代セールス社 324.7/ﾀ/

移民・外国人と日本社会　　（人口学ライブラリー） 小崎 敏男／編著 原書房 334.4/ｺ/

上司が萎縮しないパワハラ対策 加藤 貴之／著 日本法令 336.4/ｶ/

さりげないけど喜ばれるはたらく女子の気づかいレッスン 能町 光香／著 大和書房 336.4/ﾉ/

北海道民のオキテ　なるほど!グルメの謎編 さとう まさ／原作 KADOKAWA 361.4/ｻ/

まんがでわかるヒトは「いじめ」をやめられない 中野 信子／監修 小学館 361.4/ﾏ/

「差別はいけない」とみんないうけれど。 綿野 恵太／著 平凡社 361.8/ﾜ/

労働力調査年報　平成30年 総務省統計局／編集 総務省統計局 366.2/ﾛ/18

進め!働きママン おぐら なおみ／著 ベネッセコーポレーション 366.3/ｵ/

LGBTIの雇用と労働 三成 美保／編著 晃洋書房 366.3/ﾐ/

ウーマン・イン・バトル マルタ・ブレーン／文 合同出版 367.2/ﾌﾞ/

貧困専業主婦　　（新潮選書） 周 燕飛／著 新潮社 367.3/ｼ/

ボーイズ&ガールズルール 小林 芽未／著 ビジネス教育出版社 367.4/ｺ/

よかれと思ってやったのに 清田 隆之／著 晶文社 367.5/ｷ/

ひとり老後、賢く楽しむ 岸本 葉子／著 文響社 367.7/ｷ/

はじめよう!SOGIハラのない学校・職場づくり 「なくそう!SOGIハラ」実行委員会／編 大月書店 367.9/ﾅ/

親を老人ホームに入れようと思ったときに読む本 小嶋 勝利／著 海竜社 369.2/ｺ/

親が倒れたら、まず読む本 渋澤 和世／著 プレジデント社 369.2/ｼ/

防災と支援　　（シリーズ被災地から未来を考える） 田中 重好／編 有斐閣 369.3/ﾀ/

いじめ・虐待・貧困から子どもたちを守るためのQ&A100 岩田 美香／編著 生活書院 371.4/ｲ/

　＊　４００  自然科学　＊

老いる自分をゆるしてあげる。 上大岡 トメ／著 幻冬舎 491.3/ｶ/

40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか　　（DOJIN選書） 永島 計／著 化学同人 491.3/ﾅ/

女性が医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本 中野 ジェームズ修一／著 日経BP 492.5/ﾅ/

「糖質制限」が子供を救う 三島 学／著 日本糖質制限医療推進協会 493.9/ﾐ/

月たった2万円のダイエットふたりごはん 奥田 けい／著 KADOKAWA 498.5/ｵ/

　＊　５００  技術　＊



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

ナコさんちの頑張らない家事　　（MF comic essay） ナコ／著 KADOKAWA 590/ﾅ/

　＊　７００  芸術　＊

バタフライ ユスラ・マルディニ／著 朝日新聞出版 785.2/ﾏ/

　＊　９００  文学　＊

がんばらない練習 pha／著 幻冬舎 914.6/ﾌ/

伯爵のお気に入り 向田 邦子／著 河出書房新社 914.6/ﾑ/

ブスの自信の持ち方 山崎 ナオコーラ／著 誠文堂新光社 914.6/ﾔ/

ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤 旬子／著 文藝春秋 916/ｳ/

　＊　白書　＊

子供・若者白書　令和元年版 内閣府／編集 日経印刷 C22/ｺ/19

　＊　Ｆ  小説　＊

純子 赤松 利市／著 双葉社 F/ｱ/

催眠ガール 大嶋 信頼／著 清流出版 F/ｵ/

夏物語 川上 未映子／著 文藝春秋 F/ｶ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

皇后雅子さま物語　　（文春文庫） 友納 尚子／著 文藝春秋 G288.4/ﾄ/

なぜ共働きも専業もしんどいのか　　（PHP新書） 中野 円佳／著 PHP研究所 G366.3/ﾅ/

夫婦幻想　　（ちくま新書） 奥田 祥子／著 筑摩書房 G367.3/ｵ/

「家族の幸せ」の経済学　　（光文社新書） 山口 慎太郎／著 光文社 G367.3/ﾔ/

データで読み解く「生涯独身」社会　　（宝島社新書） 天野 馨南子／著 宝島社 G367.4/ｱ/

虐待死　　（岩波新書 新赤版） 川崎 二三彦／著 岩波書店 G367.6/ｶ/

介護ヘルパーはデリヘルじゃない　　（幻冬舎新書） 藤原 るか／著 幻冬舎 G369.2/ﾌ/

不登校・ひきこもりの9割は治せる　　（光文社新書） 杉浦 孝宣／著 光文社 G371.4/ｽ/

女医問題ぶった斬り!　　（光文社新書） 筒井 冨美／著 光文社 G498.1/ﾂ/

老いの練習帳　　（朝日新書） 外山 滋比古／著 朝日新聞出版 G914.6/ﾄ/

なにかが首のまわりに　　（河出文庫） チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ／著 河出書房新社 G933.7/ｱ/

　＊　児童書　＊

男子が10代のうちに考えておきたいこと　　（岩波ジュニア新書） 田中 俊之／著 岩波書店 159/ﾀ/Z

女と男のちがいって?　　（あしたのための本） プランテルグループ／文 あかね書房 367/ﾌﾟ/

「お手伝いしましょうか?」うれしかった、そのひとこと 高橋 うらら／文 講談社 369/ﾀ/

わたしがいどんだ戦い1940年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／作 評論社 933/ﾌﾞ/Z

　＊　絵本　＊

うみがめのあかちゃん 柿本 幸造／え リーブル E/ｳ/

おかあさん! 塚本 やすし／作・絵 冨山房インターナショナル E/ｵ/

おかあさんありがとう みやにし たつや／作絵 金の星社 E/ｵ/

ママはスーパーちからもち ニコラ・ケント／さく・え 岩崎書店 E/ﾏ/


