
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（5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　＊

マンガでわかる家族療法　親子のカウンセリング編 東 豊／著 日本評論社 146.8/ﾋ/

　＊　２００  歴史　＊

新修・北九州市史　文化編・教育編 新修・北九州市史編纂会議／編集 北九州市 219.1/ｷ/

幕末の女医楠本イネ 宇神 幸男／著 現代書館 289.1/ｸ/

九州のおいしい道の駅&SA・PA　　（JTBのMOOK） JTBパブリッシング 291.9/ｷ/

　＊　３００  社会科学　＊

必ずよくわかる!離婚の手続き・すすめ方・お金 比留田 薫／監修 主婦の友社 324.6/ｶ/

弁護士が語る我が子の笑顔を守る離婚マニュアル 白井 可菜子／[著] 啓文社書房 324.6/ｼ/

女子が毎日トクをする人間関係のキホン 有川 真由美／著 PHP研究所 361.4/ｱ/

こじれた仲の処方箋 ハリエット・レーナー／著 東洋館出版社 361.4/ﾚ/

裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント 町田 悠生子／編著 エイ出版社 366.3/ｻ/

女と仕事　　（SERIES 3/4） 仕事文脈編集部／著 タバブックス 366.3/ｼ/

ジェンダー問題調査・研究支援事業報告書　平成29年度 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”情報課／編集 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”情報課 367.1/ｷ/17

ジェンダー問題調査・研究支援事業報告書　平成29年度 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”情報課／編集 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”情報課 367.1/ｷ/17

ジェンダー・トラブル ジュディス・バトラー／著 青土社 367.1/ﾊﾞ/

「女子」という呪い 雨宮 処凛／著 集英社クリエイティブ 367.2/ｱ/

少子高齢時代の女性と家族 津谷 典子／編著 慶應義塾大学出版会 367.2/ｼ/

戦争と性暴力の比較史へ向けて 上野 千鶴子／編 岩波書店 367.2/ｾ/

なぜか、いつも夫は他人ゴト。 ザビエル／著 サンクチュアリ出版 367.3/ｻﾞ/

養子縁組の社会学 野辺 陽子／著 新曜社 367.3/ﾉ/

高校生ワーキングプア NHKスペシャル取材班／著 新潮社 367.6/ｴ/

母の家がごみ屋敷 工藤 哲／著 毎日新聞出版 367.7/ｸ/

定年入門 高橋 秀実／著 ポプラ社 367.7/ﾀ/

もし、フネさんが70人集まったら? ブレインワークス／編著 カナリアコミュニケーションズ 367.7/ﾌﾞ/

福祉は「性」とどう向き合うか 結城 康博／著 ミネルヴァ書房 369.2/ﾌ/

忙しいママの日常革命 近藤 美奈子／著 幻冬舎メディアコンサルティング 369.4/ｺ/

女性の視点でつくる社会科授業 升野 伸子／編著 学文社 375.3/ﾏ/

高校生たちのゆくえ 尾嶋 史章／編 世界思想社 376.4/ｵ/

発達障害の女の子のお母さんが、早めに知っておきたい「47のルール」 藤原 美保／著 健康ジャーナル社 378/ﾌ/



居場所 萩原 建次郎／著 春風社 379.3/ﾊ/

ネパール女性の社会参加と識字教育 長岡 智寿子／著 明石書店 379.4/ﾅ/

世界最高の子育て ボーク重子／著 ダイヤモンド社 379.9/ﾎﾞ/

「女性婚」を生きる 小馬 徹／著 神奈川大学出版会 382.4/ｺ/

マンガ親が終活でしくじりまして 寝猫／著 秀和システム 385.6/ﾈ/

　＊　４００  自然科学　＊

自傷・自殺のことがわかる本　　（健康ライブラリー） 松本 俊彦／監修 講談社 493.7/ｼﾞ/

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に暮らすための本 村上 由美／著 翔泳社 493.7/ﾑ/

産婦人科医が教えるオトナ女子に知っておいてほしい大切なからだの話 八田 真理子／著 アスコム 495.4/ﾊ/

10万個の子宮 村中 璃子／著 平凡社 495.4/ﾑ/

オトナ女子の不調がみるみる改善する本 石原 新菜／著 徳間書店 498.3/ｲ/

　＊　５００  技術　＊

ススメ共働家 ぽに／著 メディアソフト 590.4/ﾎﾟ/

親子で楽しむおとう飯カレー 井上 岳久／著 徳間書店 596/ｲ/

マンガはじめての妊娠・出産ハッピーガイド 成瀬 瞳／著 西東社 598.2/ﾅ/

イクメンと呼ばないで うめ／著 マガジンハウス 599/ｳ/

おいしい育児　　（こどものみらい叢書） 佐川 光晴／著 世界思想社 599/ｻ/

　＊　６００  産業　＊

もっと!女性の心をつかむデザイン パイインターナショナル 674.3/ﾓ/

　＊　７００  芸術　＊

おかあさん、ずっとみてて。 k.m.p.／著 KADOKAWA 726.1/ｹ/

お互い40代婚　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） たかぎ なおこ／著 KADOKAWA 726.1/ﾀ/

高峰秀子と十二人の女たち 高峰 秀子／著 河出書房新社 778.2/ﾀ/

　＊　８００  言語　＊

いつも日本語で悩んでいます 朝日新聞校閲センター／著 さくら舎 810.4/ｱ/

　＊　９００  文学　＊

現代女性作家の方法　　（水声文庫） 松本 和也／著 水声社 910.2/ﾏ/

物語のなかとそと 江國 香織／著 朝日新聞出版 914.6/ｴ/

女って何だ? カレー沢薫／著 キノブックス 914.6/ｶ/

我が夫のふまじめな生き方 曽野 綾子／著 青志社 914.6/ｿ/

ありがとうって言えたなら 瀧波 ユカリ／著 文藝春秋 916/ﾀ/

母が若年性アルツハイマーになりました。 Nicco／著 ペンコム 916/ﾆ/

良子という女 野村 よし／著 幻冬舎メディアコンサルティング 916/ﾉ/

北九州市の図書館　平成29年 北九州市立中央図書館 A275.1/ｷ/17

　＊　Ｆ  小説　＊

定年オヤジ改造計画 垣谷 美雨／著 祥伝社 F/ｶ/



青くて痛くて脆い 住野 よる／著 KADOKAWA F/ｽ/

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ／著 文藝春秋 F/ｾ/

青空と逃げる 辻村 深月／著 中央公論新社 F/ﾂ/

カーネーション 徳永 圭／著 KADOKAWA F/ﾄ/

おまじない 西 加奈子／著 筑摩書房 F/ﾆ/

スイート・ホーム 原田 マハ／著 ポプラ社 F/ﾊ/

魔力の胎動 東野 圭吾／著 KADOKAWA F/ﾋ/

水田マリのわだかまり 宮崎 誉子／著 新潮社 F/ﾐ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

本好き女子のお悩み相談室　　（ちくま文庫） 南陀楼綾繁／著 筑摩書房 G019/ﾅ/

働く女子のキャリア格差　　（ちくま新書） 国保 祥子／著 筑摩書房 G366.3/ｺ/

上司の「いじり」が許せない　　（講談社現代新書） 中野 円佳／著 講談社 G366.3/ﾅ/

「女性活躍」に翻弄される人びと　　（光文社新書） 奥田 祥子／著 光文社 G367.2/ｵ/

「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす　　（光文社新書） 佐光 紀子／著 光文社 G367.2/ｻ/

「毒親」の正体　　（新潮新書） 水島 広子／著 新潮社 G493.7/ﾐ/

パパ1年目のお金の教科書　　（ちくま新書） 岩瀬 大輔／著 筑摩書房 G591/ｲ/

源氏物語の教え　　（ちくまプリマー新書） 大塚 ひかり／著 筑摩書房 G913.3/ｵ/

上京十年　　（幻冬舎文庫） 益田 ミリ／[著] 幻冬舎 G914.6/ﾏ/

女ともだち　　（文春文庫） 村山 由佳／著 文藝春秋 GF/ｵ/

　＊　児童書　＊

感性の育て方　　（学校では教えてくれない大切なこと） 入江 久絵／マンガ・イラスト 旺文社 141/ｶ/

13歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡 幸子／著 WAVE出版 330/ﾊ/Z

マルコとパパ グスティ／作・絵 偕成社 378/ｸﾞ/

　＊  絵本　＊

あのとき、そこにきみがいた。　　（ポプラ社の絵本） やじま ますみ／作・絵 ポプラ社 E/ｱ/

ぜったいあけちゃダメッ! アンディ・リー／作 永岡書店 E/ｾﾞ/

ペネロペのしんがっき　　（ペネロペおはなしえほん） アン・グットマン／ぶん 岩崎書店 E/ﾍﾟ/

炎をきりさく風になって フランシス・ポレッティ／作 汐文社 E/ﾎ/

ゆうえんちでなんでやねん 鈴木 翼／文 世界文化社 E/ﾕ/

わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット／作・絵 岩崎書店 E/ﾜ/

わたしをわすれないで ナンシー・ヴァン・ラーン／さく マイクロマガジン社 E/ﾜ/


