
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（6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　＊

ぐでたま 老子に学ぶ 守屋 洋／監修 PHP研究所 124.2/ｸﾞ/

大人の人間関係 心理の迷宮大事典 おもしろ心理学会／編 青春出版社 140.4/ｵ/

自分がきらいなあなたへ 安積 遊歩／著 ミツイパブリッシング 146.8/ｱ/

40代からは、「わたしらしく」ふたりで生きる。 杉林 せいこ／著 Clover出版 152.1/ｽ/

仕事も人生もうまくいっている女性の考え方 朝倉 千恵子／著 あさ出版 159.6/ｱ/

　＊　２００  歴史　＊

女たちのアンダーグラウンド 山崎 洋子／著 亜紀書房 213.7/ﾔ/

Truth フローレンス・ナイチンゲール／著 サンマーク出版 289.3/ﾅ/

クルーズ、ハマりました! くぼ こまき／著 JTBパブリッシング 290.9/ｸ/

るるぶクルーズのすべて　2019ー2020　　（JTBのMOOK） JTBパブリッシング 290.9/ﾙ/

FAMILY TAIWAN TRIP　　（地球の歩き方BOOKS） 田中 伶／著 ダイヤモンド・ビッグ社 292.2/ﾀ/

　＊　３００  社会科学　＊

みんなの「わがまま」入門 富永 京子／著 左右社 309/ﾄ/

開かれた移民社会へ　　（別冊環） 宮島 喬／[ほか]編集委員 藤原書店 334.4/ｲ/

ダメ上司のトリセツ 関下 昌代／著 さくら舎 336.4/ｾ/

仕事で「敵をつくる言葉」「味方ができる言葉」ハンドブック 本間 正人／著 PHP研究所 336.4/ﾎ/

なぜ、男子は突然、草食化したのか 本川 裕／著 日本経済新聞出版社 351/ﾎ/

「盛り」の誕生 久保 友香／著 太田出版 361.5/ｸ/

三世代近居の健康長寿学 杉村 和彦／編著 晃洋書房 361.7/ｽ/

分断社会と若者の今 吉川 徹／編 大阪大学出版会 361.8/ｷ/

よくわかる社会政策　　（やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ） 石畑 良太郎／編著 ミネルヴァ書房 364.1/ｲ/

35歳、働き女子よ城を持て! 高殿 円／著 KADOKAWA 365.3/ﾀ/

女性労働研究　第63号 女性労働問題研究会／編 女性労働問題研究会 366.3/ｼﾞ/19

ジェンダー問題調査・研究支援事業報告書　平成30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/18

女性学・男性学　　（有斐閣アルマ Interest） 伊藤 公雄／著 有斐閣 367.1/ｼﾞ/

世界の半分、女子アクティビストになる ケイリン・リッチ／著 晶文社 367.1/ﾘ/

女学生とジェンダー 今井 久代／編 笠間書院 367.2/ｲ/

現代の父親の親意識と子育て実践 寺見 陽子／編 ナカニシヤ出版 367.3/ﾃ/

ニコイチ幸福学 前野 マドカ／著 CCCメディアハウス 367.3/ﾏ/

「主婦」と日本の近代 村上 淳子／著 同成社 367.3/ﾑ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

50歳から結婚してみませんか? スローマリッジ取材班／著 朝日新聞出版 367.4/ｽ/

その子の「普通」は普通じゃない 富井 真紀／著 ポプラ社 369.4/ﾄ/

食事作りに手間暇かけないドイツ人、手料理神話にこだわり続ける日本人 今村 武／著 ダイヤモンド・ビッグ社 383.8/ｲ/

マンガ最高の戦略教科書孫子 守屋 淳／著 日本経済新聞出版社 399.2/ﾓ/

　＊　４００  自然科学　＊

共感障害 黒川 伊保子／著 新潮社 491.3/ｸ/

科学の女性差別とたたかう アンジェラ・サイニー／著 作品社 491.3/ｻ/

美容整形というコミュニケーション 谷本 奈穂／著 花伝社 494.7/ﾀ/

女性のためのピルの本 佐藤 力／著 幻冬舎メディアコンサルティング 495.4/ｻ/

不妊治療・体外受精のすすめ 成田 収／著 南山堂 495.4/ﾅ/

　＊　５００  技術　＊

世界一ためになる!美容成分図鑑 佐藤 薫／監修 新星出版社 576.7/ｾ/

最先端の日本酒ペアリング 千葉 麻里絵／著 旭屋出版 588.5/ﾁ/

頑張らないおしゃれ　　（ナチュリラ別冊） 板倉 直子／著 主婦と生活社 589.2/ｲ/

「なんだか素敵」の理由がわかる服えらびの法則 夏目 奈穂／著 辰巳出版 589.2/ﾅ/

スマホひとつで暮らしたい 飯島 彩香／著 KADOKAWA 590/ｲ/

ふたり暮らしの育て方 主婦の友社／編 主婦の友社 590/ｼ/

ゼロ家事 本間 朝子／著 大和書房 590/ﾎ/

グレイヘアと生きる 近藤 サト／著 SBクリエイティブ 595.4/ｺ/

38歳からなりたい髪 田村 マナ／著 すばる舎 595.4/ﾀ/

猫背が治り小顔になるコトコト運動 新田 仁美／著 KADOKAWA 595/ﾆ/

力尽きレシピ 犬飼 つな／著 光文社 596/ｲ/

子どもの頭が良くなるお片づけ 小島 弘章／著 ベストセラーズ 597.5/ｺ/

悦な収納のすすめ 本多 さおり／著 主婦の友社 597.5/ﾎ/

　＊　６００  産業　＊

プリンセス・マーケティング 谷本 理恵子／著 エムディエヌコーポレーション 675/ﾀ/

「声」とメディアの社会学 北出 真紀恵／著 晃洋書房 699.3/ｷ/

チコちゃんに叱られる NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班／編 小学館 699.6/ﾆ/

　＊　７００  芸術　＊

赤ちゃん本部長　1 竹内　佐千子 講談社 726.1/ﾀ/1

赤ちゃん本部長　2 竹内　佐千子 講談社 726.1/ﾀ/2

鏡の中のいわさきちひろ 歌代 幸子／著 中央公論新社 726.6/ｲ/

ダウン症の書家 金澤翔子の一人暮らし 金澤 泰子／著 かまくら春秋社 728.2/ｶ/

市原悦子ことばの宝物 市原 悦子／著 主婦の友社 775.1/ｲ/

もう一人の彼女 川崎 賢子／著 岩波書店 778.2/ｶ/

歴史を変えた50人の女性アスリートたち レイチェル・イグノトフスキー／著 創元社 780.2/ｲ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

89歳、人生なんだってできるのよ! 奥村 正子／著 桜の花出版 782.8/ｵ/

　＊　９００  文学　＊

これからの輝く女性はライトに生きる 浅野 裕子／著 三笠書房 914.6/ｱ/

女と男の絶妙な話。 伊集院 静／著 文藝春秋 914.6/ｲ/

女の偏差値 林 真理子／著 マガジンハウス 914.6/ﾊ/

フランチェスカ昭子の手紙 森川 昭子／著 幻冬舎メディアコンサルティング 914.6/ﾓ/

大切なことは時を経ても変わらない 吉沢 久子／著 海竜社 914.6/ﾖ/

ペコロスの母に会いに行く　続 岡野 雄一／著 西日本新聞社 916/ｵ/2

お母さんは、だいじょうぶ 楠 章子／文 毎日新聞出版 916/ｸ/

わたしはなにも悪くない 小林 エリコ／著 晶文社 916/ｺ/

夫が脳で倒れたら 三澤 慶子／著 太田出版 916/ﾐ/

ありがとう。ママはもう大丈夫だよ 武藤 あずさ／著 ライトワーカー 916/ﾑ/

きっと大丈夫。 矢方 美紀／著 双葉社 916/ﾔ/

さようなら、ビタミン レイチェル・コン／著 集英社 933.7/ｺ/

彼女が大工になった理由(わけ) ニナ・マクローリン／著 エクスナレッジ 936/ﾏ/

ナタンと呼んで カトリーヌ・カストロ／原作 花伝社 956/ｶ/

　＊　Ｆ  小説　＊

帝国ホテル建築物語 植松 三十里／著 PHP研究所 F/ｳ/

椿宿の辺りに 梨木 香歩／著 朝日新聞出版 F/ﾅ/

検事の信義　　（[佐方貞人シリーズ]） 柚月 裕子／著 KADOKAWA F/ﾕ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

12階から飛び降りて一度死んだ私が伝えたいこと　　（光文社新書） モカ／著 光文社 G289.1/ﾓ/

ハラスメントの境界線　　（中公新書ラクレ） 白河 桃子／著 中央公論新社 G366.3/ｼ/

定年夫婦のトリセツ　　（SB新書） 黒川 伊保子／著 SBクリエイティブ G367.3/ｸ/

父権制の崩壊あるいは指導者はもう来ない　　（朝日新書） 橋本 治／著 朝日新聞出版 G367.5/ﾊ/

天邪鬼のすすめ　　（文春新書） 下重 暁子／著 文藝春秋 G914.6/ｼ/

虹を待つ彼女　　（角川文庫） 逸木 裕／[著] KADOKAWA GF/ｲ/

老女たち 高橋 俊子／著 幻冬舎メディアコンサルティング GF/ﾀ/

シュガーレス・ラヴ　　（角川文庫） 山本 文緒／[著] KADOKAWA GF/ﾔ/

　＊　児童書　＊

星の旅人 小前 亮／著 小峰書店 289/ｺ/

もうひとつの屋久島から　　（フレーベル館ノンフィクション） 武田 剛／著 フレーベル館 291/ﾀ/

ザ・ママの研究　　（よりみちパン!セ） 信田 さよ子／著 新曜社 367/ﾉ/Z

生きづらさを抱えるきみへ withnews編集部／著 ベストセラーズ 371/ｳ/Z

ヒマラヤに学校をつくる 吉岡 大祐／著 旬報社 372/ﾖ/Z

ハチごはん 横塚 眞己人／写真と文 ほるぷ出版 383/ﾖ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地 国夫／写真 小学館 746/ｿ/

鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子／著 KADOKAWA 913/ｳ/Z

こうたとらいたのおかあさんは半分こ 河原 ふさこ／文 文芸社 913/ｶ/

ぼくとニケ 片川 優子／著 講談社 913/ｶ/

魔女ののろいアメ　　（とっておきのどうわ） 草野 あきこ／作 PHP研究所 913/ｸ/

ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい／著 偕成社 913/ｺ/

かみさまにあいたい　　（ポプラ物語館） 当原 珠樹／作 ポプラ社 913/ﾄ/

おしりたんてい カレーなるじけん　　（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/

おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ　　（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/

この川のむこうに君がいる 濱野 京子／作 理論社 913/ﾊ/Z

サイド・トラック ダイアナ・ハーモン・アシャー／作 評論社 933/ｱ/

マンザナの風にのせて　　（文研じゅべにーる） ロイス・セパバーン／作 文研出版 933/ｾ/

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ　　（海外文学コレクション） アンジー・トーマス／作 岩崎書店 933/ﾄ/Z

子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース／文 さ・え・ら書房 933/ﾋﾟ/

　＊　絵本　＊

いないいないばあさん 佐々木 マキ／[作] 偕成社 E/ｲ/

おばあちゃんのアラッ? 長谷川 舞／著 少年写真新聞社 E/ｵ/

心ってどこにあるのでしょう? こんの ひとみ／作 金の星社 E/ｺ/

さびしがりやのクニット　　（講談社の翻訳絵本 トーベ・ヤンソンのムーミン絵本） トーベ・ヤンソン／作 講談社 E/ｻ/

とりづくし　　（チューリップえほんシリーズ） 内田 麟太郎／作 鈴木出版 E/ﾄ/

ねむねむごろん たなか しん／作・絵 KADOKAWA E/ﾈ/


