
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　＊

家庭と仕事の心理学 尾形 和男／編著 風間書房 143/ｵ/

老年期女性の心的世界 西尾 ゆう子／著 誠信書房 143.7/ﾆ/

ぐるぐる考えてしまう心のクセのなおし方 清水 栄司／著 大和書房 146.8/ｼ/

自分を愛すると夢は叶う 吉本 ばなな／著 マキノ出版 147/ﾖ/

友情の哲学 藤野 寛／著 作品社 158/ﾌ/

「こうあるべき」をやめなさい 和田 秀樹／著 大和書房 159/ﾜ/

漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎／原作 マガジンハウス 159.5/ﾖ/

女の子が自力で生きていくために必要なこと ジョン・キム／著 WAVE出版 159.6/ｼﾞ/

これからは、生き方が働き方になっていく 鈴木 絵里子／著 大和書房 159.6/ｽ/

若さで勝負できなくなってきたあなたへ贈る111のアドバイス 高橋 くるみ／著 大和書房 159.6/ﾀ/

　＊　２００  歴史　＊

跡見花蹊 泉 雅博／著 ミネルヴァ書房 289.1/ｲ/

九州日帰りドライブ　2018最新版　　（ウォーカームック） KADOKAWA 291.9//

　＊　３００  社会科学　＊

Q&A財産分与と離婚時年金分割の法律実務 小島 妙子／著 民事法研究会 324.6/ｺ/

「創作子どもポルノ」と子どもの人権 渡辺 真由子／著 勁草書房 326.2/ﾜ/

未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth／編著 Think the Earth 333.8/ｼ/

女性起業家の新しい働き方 根本 登茂子／著 カナリアコミュニケーションズ 335.1/ﾈ/

女性リーダーのための!感情マネジメントスキル 折戸 裕子／著 すばる舎 336.3/ｵ/

トランスジェンダーと職場環境ハンドブック 東 優子／著 日本能率協会マネジメントセンター 336.4/ﾄ/

なぜあの会社の女性はイキイキ働いているのか 福田 尚好／著 同友館 336.4/ﾅ/

言葉通りすぎる男 深読みしすぎる女 堀田 秀吾／著 大和書房 361.4/ﾎ/

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　4　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） オーサ・イェークストロム／著 KADOKAWA 361.5/ｲ/4

若者たちの海外就職 神谷 浩夫／編著 ナカニシヤ出版 366.2/ｶ/

二〇代で再就職したいキミへ 学情「Re就活」編集部／編著 朝日新聞出版 366.2/ｶﾞ/

21世紀の女性と仕事　　（放送大学叢書） 大沢 真知子／著 左右社 366.3/ｵ/

非典型化する家族と女性のキャリア　　（JILPT第3期プロジェクト研究シリーズ） 労働政策研究・研修機構／編 労働政策研究・研修機構(発売) 366.3/ﾛ/

キャバ嬢なめんな。 布施 えり子／著 現代書館 366.6/ﾌ/

インドジェンダー研究ハンドブック 粟屋 利江／編 東京外国語大学出版会 367.2/ｱ/

女たちの翼　　（龍谷大学国際社会文化研究所叢書） 青木 恵理子／編 ナカニシヤ出版 367.2/ｱ/



アメリカのフェミニズム運動史 栗原 涼子／著 彩流社 367.2/ｸ/

女性の就業、結婚、出産に関する行動、価値観の国際比較 萩原 里紗／著 三菱経済研究所 367.2/ﾊ/

<化外>のフェミニズム 柳原 恵／著 ドメス出版 367.2/ﾔ/

離婚してもいいですか?　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） 野原 広子／著 KADOKAWA 367.3/ﾉ/

男性は何をどう悩むのか 濱田 智崇／編 ミネルヴァ書房 367.5/ﾊ/

トランスジェンダーと現代社会 石井 由香理／著 明石書店 367.9/ｲ/

子どもの性同一性障害に向き合う 西野 明樹／著 日東書院本社 367.9/ﾆ/

LGBTと女子大学 日本女子大学人間社会学部LGBT研究会／編 学文社 367.9/ﾆ/

青少年の性行動はどう変わってきたか 林 雄亮／編著 ミネルヴァ書房 367.9/ﾊ/

もうひとつの占領 茶園 敏美／著 インパクト出版会 368.4/ﾁ/

子どもの人権をまもるために　　（犀の教室 Liberal Arts Lab） 木村 草太／編 晶文社 369.4/ｷ/

子どもの貧困と食格差 阿部 彩／編著 大月書店 369.4/ｺ/

児童家庭福祉論　　（コンパクト版保育者養成シリーズ） 谷田貝 公昭／監修 一藝社 369.4/ｼﾞ/

ママたちを支援する。ママたちが支援する。 ふらっとスペース金剛／編 せせらぎ出版 369.4/ﾌ/

子育て世代のソーシャル・キャピタル 石川 由香里／著 有信堂高文社 371.3/ｲ/

教育社会とジェンダー 河野 銀子／編著 学文社 371.3/ｺ/

子どもの願い いじめvs12の哲学 丹野 清彦／著 高文研 371.4/ﾀ/

女性教員のキャリア形成 楊 川／著 晃洋書房 374.3/ﾖ/

<食といのち>をひらく女性たち 佐藤 一子／編著 農山漁村文化協会 383.8/ｻ/

　＊　４００  自然科学　＊

自分の顔が嫌いですか? 町沢 静夫／著 ビジネス社 493.7/ﾏ/

インドの代理母たち ギーター・アラヴァムダン／著 柘植書房新社 495.4/ｱ/

　＊　５００  技術　＊

大人女子のカラダにライザップ RIZAP株式会社／監修 日本文芸社 595.6/ｵ/

人生を思いどおりにデザインするおかたづけの作法 三谷 直子／著 カナリアコミュニケーションズ 597.5/ﾐ/

　＊　７００  芸術　＊

私の少女マンガ講義 萩尾 望都／著 新潮社 726.1/ﾊ/

やっぱり、僕の姉ちゃん 益田 ミリ／著 マガジンハウス 726.1/ﾏ/

はじまりのひ かわうち りんこ／写真・文 求龍堂 726.6/ｶ/

問題だらけの女性たち ジャッキー・フレミング／著 河出書房新社 726.6/ﾌ/

獣でなぜ悪い 園 子温／著 文藝春秋 778.2/ｿ/

よくわかるスポーツとジェンダー　　（やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ） 飯田 貴子／編著 ミネルヴァ書房 780/ｲ/

フィギュアスケートとジェンダー 後藤 太輔／著 現代書館 780.1/ｺﾞ/

　＊　９００  文学　＊

花のいのち 瀬戸内 寂聴／著 講談社 914.6/ｾ/

納得して死ぬという人間の務めについて 曽野 綾子／著 KADOKAWA 914.6/ｿ/

不倫のオーラ 林 真理子／著 文藝春秋 914.6/ﾊ/



ほどほど快適生活百科 群 ようこ／著 集英社 914.6/ﾑ/

　＊　Ｆ  小説　＊

みなさんの爆弾 朝比奈 あすか／著 中央公論新社 F/ｱ/

わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子／[著] 新潮社 F/ｱ/

泣きかたをわすれていた 落合 恵子／著 河出書房新社 F/ｵ/

法廷弁論 加茂 隆康／著 講談社 F/ｶ/

ウィステリアと三人の女たち 川上 未映子／著 新潮社 F/ｶ/

万引き家族 是枝 裕和／著 宝島社 F/ｺ/

六月の雪 乃南 アサ／著 文藝春秋 F/ﾉ/

向こう側の、ヨーコ 真梨 幸子／著 光文社 F/ﾏ/

ウェンディのあやまち 美輪 和音／著 光文社 F/ﾐ/

ののはな通信 三浦 しをん／著 KADOKAWA F/ﾐ/

未来 湊 かなえ／著 双葉社 F/ﾐ/

ミルク・アンド・ハニー 村山 由佳／著 文藝春秋 F/ﾑ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

「わかってもらいたい」という病　　（廣済堂新書） 香山 リカ／著 廣済堂出版 G146.8/ｶ/

LGBTを知る　　（日経文庫） 森永 貴彦／著 日本経済新聞出版社 G336.4/ﾓ/

働く女の腹の底　　（光文社新書） 博報堂キャリジョ研／著 光文社 G366.3/ﾊ/

ルポ東大女子　　（幻冬舎新書） おおた としまさ／著 幻冬舎 G367.2/ｵ/

カミングアウト　　（朝日新書） 砂川 秀樹／著 朝日新聞出版 G367.9/ｽ/

ルポ児童相談所　　（朝日新書） 大久保 真紀／著 朝日新聞出版 G369.4/ｵ/

マダム・キュリーと朝食を　　（集英社文庫） 小林 エリカ／著 集英社 GF/ｺ/

　＊　児童書　＊

北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン／作 岩崎書店 367/ﾌﾞ/Z

車いす犬ラッキー 小林 照幸／著 毎日新聞出版 645/ｺ/Z

ノラネコぐんだんと海の果ての怪物　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 913/ｸ/

わたしがいどんだ戦い1939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/

いのちは贈りもの　　（海外文学コレクション） フランシーヌ・クリストフ／著 岩崎書店 956/ｸ/

　＊  絵本　＊

あたらしいおうちにひっこしたけれど… マルタ・アルテス／さく パイインターナショナル E/ｱ/

いっしょにおいでよ ホリー・M.マギー／文 廣済堂あかつき E/ｲ/

おうち 中川 ひろたか／作 金の星社 E/ｵ/

おんなじほしをみつめて ペイジ・ブリット／作 フレーベル館 E/ｵ/

スムート ミシェル・クエヴァス／文 BL出版 E/ｽ/

ぼくとマリナちゃん　　（学校がもっとすきになる絵本シリーズ） くすのき しげのり／さく 東洋館出版社 E/ﾎﾞ/

レインボーフラッグ誕生物語 ロブ・サンダース／作 汐文社 E/ﾚ/


