
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　＊

自分を操り、不安をなくす究極のマインドフルネス メンタリストDaiGo／著 PHP研究所 140.4/ﾀﾞ/

自分の気持ちがわからない沼から抜け出したい 田中 よしこ／著 KADOKAWA 146.8/ﾀ/

逃げる技術 根本 裕幸／著 徳間書店 146.8/ﾈ/

すべての女子はメンヘラである スイスイ／著 飛鳥新社 159.6/ｽ/

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/

捨てる。だからずば抜ける。 塚本 亮／著 大和書房 159/ﾂ/

「ねばならない」を捨てて生きる 矢作 直樹／著 幻冬舎 159/ﾔ/

　＊　２００  歴史　＊

悩める女子の教室で偉人が人生を語りだした　　（新しい伝記シリーズ） 木平 木綿／編 学研プラス 280/ｷ/

72歳、今日が人生最高の日 メイ・マスク／著 集英社 289.3/ﾏ/

なぜ彼女は革命家になったのか ゲルハルト・レオ／[著] 法政大学出版局 289.3/ﾚ/

　＊　３００  社会科学　＊

私は真実が知りたい 赤木 雅子／著 文藝春秋 312.1/ｱ/

あれから ジョナサン・トーゴヴニク／写真・インタビュー 赤々舎 316.8/ﾄ/

チベットの主張 チベット亡命政権／編・著 集広舎 319.2/ﾁ/

ダイバーシティ&インクルージョン経営 荒金 雅子／著 日本規格協会 336.4/ｱ/

ジェンダー平等の実現めざして 浅倉 むつ子／著 学習の友社 367.1/ｱ/

「許せない」がやめられない 坂爪 真吾／著 徳間書店 367.1/ｻ/

フェミニズム大図鑑 ハンナ・マッケン／ほか著 三省堂 367.1/ﾏ/

女性の一生 大日向 雅美／著 日本評論社 367.2/ｵ/

男女共同参画白書　令和2年版 内閣府男女共同参画局／編集 勝美印刷 367.2/ﾅ/20

女性白書　2020 日本婦人団体連合会／編 ほるぷ出版 367.2/ﾆ/20

「母と息子」の日本論 品田 知美／著 亜紀書房 367.3/ｼ/

男との付き合い方がわからない 水谷 緑／著 大和書房 367.5/ﾐ/

「大人の引きこもり」見えない息子と暮らした母親たち 臼井 美伸／著 育鵬社 367.7/ｳ/

中年格差 橘木 俊詔／著 青土社 367.7/ﾀ/

おひとりさまの親と私の「終活」完全ガイド　　（日経BPムック 日経ホームマガジン） 日経BP 367.7/ﾆ/

ヒューマン・セクソロジー 狛 潤一／著 子どもの未来社 367.9/ｺ/

地域防災イノベーション 青山 貴洋／著 文芸社 369.3/ｱ/

子どもが「学び合う」オンライン授業! 西川 純／編著 学陽書房 375.1/ﾆ/

知らないと恥をかく50歳からのマナー 西出 ひろ子／[著] ワニブックス 385/ﾆ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　４００  自然科学　＊

人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極 寿一／著 家の光協会 489.9/ﾔ/

コロナ時代を生きるヒント 鎌田 實／著 潮出版社 490.1/ｶ/

手・足・頭のツボ地図大全 五十嵐 康彦／著 河出書房新社 492.7/ｲ/

胃腸の名医が教える体にいいことだらけの最新腸活大全　　（FUSOSHA MOOK） 江田 証／監修 扶桑社 493.4/ｴ/

認知症でも心は豊かに生きている 長谷川 和夫／著 中央法規出版 493.7/ﾊ/

はじめまして更年期♥ 永田 京子／著 青春出版社 495.1/ﾅ/

日本村100人の仲間たちThe HOPE 吉田 浩／著 辰巳出版 498.6/ﾖ/

　＊　５００  技術　＊

Zoom基本&便利技　　（ゼロからはじめる） マイカ／著 技術評論社 547.4/ﾏ/

どんな日もエレガンス ドメストル美紀／著 大和書房 590.4/ﾄﾞ/

不安な時代の家計管理 林 總／著 すみれ書房 591/ﾊ/

野菜たっぷり具だくさんの主役サンド150 エダジュン／著 誠文堂新光社 596.6/ｴ/

家事でモメない部屋づくり 三木 智有／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 597/ﾐ/

　＊　７００  芸術　＊

女の答えはピッチにある キム ホンビ／著 白水社 783.4/ｷ/

　＊　８００  言語　＊

マスコミ用語担当者がつくった使える!用字用語辞典 前田 安正／編著 三省堂 816/ﾏ/

　＊　９００  文学　＊

高学歴エリート女はダメですか 山口 真由／著 幻冬舎 914.6/ﾔ/

　＊　Ｆ  小説　＊

魯肉飯(ロバプン)のさえずり 温 又柔／著 中央公論新社 F/ｵ/

サキの忘れ物 津村 記久子／著 新潮社 F/ﾂ/

星月夜 李 琴峰／著 集英社 F/ﾘ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

炎上CMでよみとくジェンダー論　　（光文社新書） 瀬地山 角／著 光文社 G367.2/ｾ/

LGBTとハラスメント　　（集英社新書） 神谷 悠一／著 集英社 G367.9/ｶ/

婦人保護事業から女性支援法へ　　（信山社新書） 戒能 民江／著 信山社 G369.2/ｶ/

保育園に通えない子どもたち　　（ちくま新書） 可知 悠子／著 筑摩書房 G369.4/ｶ/

教師の悩み　　（ワニブックス|PLUS|新書） 諸富 祥彦／著 ワニブックス G374.3/ﾓ/

母親が知らないとヤバイ「男の子」の育て方　　（PHP文庫） 柳沢 幸雄／著 PHP研究所 G379.9/ﾔ/

コロナ後の世界を生きる　　（岩波新書 新赤版） 村上 陽一郎／編 岩波書店 G498.6/ﾑ/

　＊　児童書　＊

未来の自分に出会える古書店 齋藤 孝／著 文藝春秋 159/ｻ/Z

おやこで話すはじめてのLGBTs 鶴岡 そらやす／著 日本能率協会マネジメントセンター 367/ﾂ/

てのひらのあいさつ ジェイソン・プラット／文 あすなろ書房 726/ｼ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　絵本　＊

ますくちゃんでばんです よこみち けいこ／作・絵 ニコモ E/ﾏ/

みんなおなじつきをみている 塚本 やすし／詩・絵 ニコモ E/ﾐ/


