
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（7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

　＊　０００  総記　＊

今すぐ使えるかんたんWord & Excel & PowerPoint　　（Imasugu Tsukaeru Kantan Series） 技術評論社編集部／著 技術評論社 007.6/ｷﾞ/

girls who code レシュマ・サウジャニ／著 日経BP 007.6/ｻ/

　＊　１００  哲学　＊

「自分を苦しめる嫌なこと」から、うまく逃げる方法 大嶋 信頼／著 光文社 146.8/ｵ/

誰もわかってくれない「孤独」がすぐ消える本 大嶋 信頼／著 PHP研究所 146.8/ｵ/

「こんなママでごめんね」から卒業する本 福田 とも花／著 WAVE出版 146.8/ﾌ/

「夫婦神話」を捨てたら幸せになっちゃいました 心屋 仁之助／著 WAVE出版 152.4/ｺ/

仕事で凹んだときに 朝倉 千恵子／著 リンデン舎 159.4/ｱ/

先輩に可愛がられ、同僚に疎まれず、後輩に慕われる女子になる 関下 昌代／著 中央公論新社 159.4/ｾ/

自分で「始めた」女たち グレース・ボニー／著 海と月社 159.4/ﾎﾞ/

挑戦女子 岡本 浩実／著 合同フォレスト 159.6/ｵ/

魂が輝く人間関係のつむぎ方 田宮 陽子／著 永岡書店 159/ﾀ/

　＊　２００  歴史　＊

伊藤野枝の手紙 伊藤 野枝／著 土曜社 289.1/ｲ/

北九州歴史散歩　豊前編 北九州市の文化財を守る会／編 海鳥社 291.9/ｷ/

いろはに北欧 森 百合子／著 ダイヤモンド・ビッグ社 293.8/ﾓ/

　＊　３００  社会科学　＊

ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ　続 秋嶋 亮／著 白馬社 304/ｱ/

「安倍晋三」大研究 望月衣塑子&特別取材班／著 ベストセラーズ 312.1/ﾓ/

SDGsの主流化と実践による地域創生　　（文化とまちづくり叢書） 樋口 邦史／編著 水曜社 318.6/ﾋ/

人口減少時代の論点90 井上 正良／著 公人の友社 334.3/ｲ/

大人の週末起業 藤井 孝一／[著] クロスメディア・パブリッシング 335/ﾌ/

「アンコンシャス・バイアス」マネジメント 守屋 智敬／著 かんき出版 336.3/ﾓ/

働きやすさを本気で考えたら、会社の売上が5倍になりました。　　（DO BOOKS） 雅樂川 陽子／著 同文舘出版 336.4/ｳ/

株は夢をかなえる道具 杉原 杏璃／著 祥伝社 338.1/ｽ/

呪いの言葉の解きかた 上西 充子／著 晶文社 361.4/ｳ/

日本の未来は女性が決める! ビル・エモット／著 日本経済新聞出版社 366.3/ｴ/

本当に怖いセクハラ・パワハラ問題 神坪 浩喜／著 労働調査会 366.3/ｶ/

図解でわかる職場のハラスメント対策いちばん最初に読む本 山田 芳子／著 アニモ出版 366.3/ﾔ/

未和 尾崎 孝史／著 岩波書店 366.9/ｵ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

男女共同参画社会データ集　2019-2020年版 三冬社 367.1//

イジェアウェレへ チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ／著 河出書房新社 367.1/ｱ/

ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田 隆子／著 作品社 367.1/ｸ/

私たちの「戦う姫、働く少女」 ジェンダーと労働研究会／編 堀之内出版 367.1/ｼﾞ/

この星は、私の星じゃない 田中 美津／著 岩波書店 367.1/ﾀ/

女性の健康とライフスタイル 並木 幸久／編著 大学教育出版 367.1/ﾅ/

ジェンダー法学入門　　（法律文化ベーシック・ブックス HBB+） 三成 美保／著 法律文化社 367.1/ﾐ/

女性と闘争 飯田 祐子／編著 青弓社 367.2/ｲ/

日本の天井 石井 妙子／著 KADOKAWA 367.2/ｲ/

オタク中年女子のすすめ 河崎 環／著 プレジデント社 367.2/ｶ/

私がオバさんになったよ ジェーン・スー／著 幻冬舎 367.2/ｼﾞ/

女たちのテロル ブレイディみかこ／著 岩波書店 367.2/ﾌﾞ/

心が折れそうな夫のためのモラハラ妻解決BOOK 高草木 陽光／著 左右社 367.3/ﾀ/

気づけない毒親 高橋 リエ／著 毎日新聞出版 367.3/ﾀ/

<性>なる家族 信田 さよ子／著 春秋社 367.3/ﾉ/

幸せになる離活 澁川 良幸／著 大和出版 367.4/ｼ/

キャラ別男子図鑑 菜々子／著 産業編集センター 367.5/ﾅ/

「支配しない男」になる 沼崎 一郎／著 ぷねうま舎 367.5/ﾇ/

セルフネグレクトと父親 石川 瞭子／編著 青弓社 367.6/ｲ/

クィアと法 綾部 六郎／編著 日本評論社 367.9/ｱ/

Xジェンダーという生き方 石崎 沙織／著 総合教育出版 367.9/ｲ/

ソーシャルワーカーのための女性支援ガイドブック 女性の暮らしやすさを考えるソーシャルワーク研究会／編著 中央法規出版 369.2/ｼﾞ/

LGBTQ+の児童・生徒・学生への支援 葛西 真記子／編著 誠信書房 371.4/ｶ/

マンガワークシートで学ぶ多様な性と生 渡辺 大輔／著 子どもの未来社 375.4/ﾜ/

賢い子を育てる夫婦の会話 天野 ひかり／著 あさ出版 379.9/ｱ/

敏感っ子を育てるママの不安がなくなる本 長岡 真意子／著 秀和システム 379.9/ﾅ/

図説ヴィクトリア朝の女性と暮らし　　（ふくろうの本） 川端 有子／著 河出書房新社 384.6/ｶ/

サウジアラビア、オアシスに生きる女性たちの50年 縄田 浩志／編 片倉もとこ記念沙漠文化財団 384.6/ﾅ/

趣味とジェンダー 神野 由紀／編著 青弓社 384.8/ｼﾞ/

　＊　４００  自然科学　＊

本来のからだにリセットする人体力学 井本 邦昭／著 大和書房 492.7/ｲ/

ADHDとともに生きる人たちへ 田中 康雄／著 金子書房 493.7/ﾀ/

子どものトラウマ 笠原 麻里／責任編集 金剛出版 493.9/ｺ/

プレ更年期1年生 対馬 ルリ子／監修 つちや書店 495.1/ﾌﾟ/

働くみんなの1分すぐ楽ヨガ 京乃 ともみ／著 学研プラス 498.3/ｷ/

体を整えるすごい時間割 田原 優／著 大和書房 498.3/ﾀ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

本当は怖い!こんな「長持ち食品」 南 清貴／著 三笠書房 498.5/ﾐ/

まんがでわかる子育て・仕事・人間関係ツライときは食事を変えよう 溝口 徹／著 主婦の友社 498.5/ﾐ/

　＊　５００  技術　＊

筑豊残像「女坑夫は今」 中山　陽／著 日本写真企画 560.9/ﾅ/

50歳からのおしゃれを探して 後藤 由紀子／著 KADOKAWA 589.2/ｺﾞ/

しあわせのつくり方 引田 かおり／著 KADOKAWA 590.4/ﾋ/

暮らしのもやもやを、整える　　（暮らしのおへそ実用シリーズ） 主婦と生活社 590/ｸ/

家事のワンオペ脱出術 佐光 紀子／著 エクスナレッジ 590/ｻ/

貯まる女子の毎日の習慣　　（NIKKEI WOMAN BOOK） 日経WOMAN編集部／編 日経BP 591/ﾆ/

刺しゅう糸で編むかぎ針編みの動物ブローチ　　（Asahi Original） アップルミンツ 594.3/ｼ/

「キレイな母ちゃん」こそが最強です 扶桑社 595/ｷ/

父親の科学 ポール・レイバーン／著 白揚社 598.2/ﾚ/

今日も娘のなすがまま!　　（MF comic essay） いずみ えも／著 KADOKAWA 599/ｲ/

毎日が楽しくなる子育てハック アーシャ・ドーンフェスト／著 フォレスト出版 599/ﾄﾞ/

　＊　７００  芸術　＊

家も頑張れお父ちゃん! ケイタイモ／著 文藝春秋 726.1/ｹ/

クレール オード・ピコー／著 DU BOOKS 726.1/ﾋﾟ/

美空ひばり恋し 関口 範子／著 主婦と生活社 767.8/ｾ/

映画とジェンダー/エスニシティ　　（映画学叢書） 塚田 幸光／編著 ミネルヴァ書房 778/ﾂ/

女性・スポーツ大事典 スタウロウスキー／編著 西村書店 780/ｽ/

　＊　８００  言語　＊

本にまつわる世界のことば 温 又柔／著 創元社 804/ｵ/

読みたいことを、書けばいい。 田中 泰延／著 ダイヤモンド社 816/ﾀ/

　＊　９００  文学　＊

平安ガールフレンズ 酒井 順子／著 KADOKAWA 910.2/ｻ/

40歳までにコレをやめる 岡田 育／著 サンマーク出版 914.6/ｵ/

女がそんなことで喜ぶと思うなよ 鈴木 涼美／著 集英社 914.6/ｽ/

介護の流儀 曾野 綾子／著 河出書房新社 914.6/ｿ/

女はいつも四十雀 林 真理子／著 光文社 914.6/ﾊ/

孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦 瑠麗／著 新潮社 914.6/ﾐ/

女人生の咲かせ方　　（Parade Books） 秋津 はな／著 パレード 916/ｱ/

ママは身長100cm　　（ハフポストブックス） 伊是名 夏子／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 916/ｲ/

むしろウツなので結婚かと 菊池 直恵／漫画 講談社 916/ｼ/

僕が夫に出会うまで 七崎 良輔／著 文藝春秋 916/ﾅ/

家族って、いいな。 hiro／著 大和出版 916/ﾋ/

三人の逞しい女 マリー・ンディアイ／著 早川書房 953.7/ﾝ/



　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

　＊　Ｆ  小説　＊

むらさきのスカートの女 今村 夏子／著 朝日新聞出版 F/ｲ/

台風家族 市井 点線／著 キノブックス F/ｲ/

彼女たちの場合は 江國 香織／著 集英社 F/ｴ/

あとは切手を、一枚貼るだけ 小川 洋子／著 中央公論新社 F/ｵ/

アタラクシア 金原 ひとみ／著 集英社 F/ｶ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

年齢は捨てなさい　　（幻冬舎新書） 下重 暁子／著 幻冬舎 Ｇ159/ｼ/

令和を生きる　　（幻冬舎新書） 半藤 一利／著 幻冬舎 G210.7/ﾊ/

結婚不要社会　　（朝日新書） 山田 昌弘／著 朝日新聞出版 G367.4/ﾔ/

子どもを伸ばす一言、ダメにする一言　　（PHP文庫） 浜尾 実／著 PHP研究所 G379.9/ﾊ/

子どものほめ方・叱り方　　（PHP文庫） 浜尾 実／著 PHP研究所 G379.9/ﾊ/

　＊　児童書　＊

自由への道　　（ヒューマンノンフィクション） 池田 まき子／文 学研プラス 289/ﾀ/

暴力って、なに?　　（こども哲学） オスカー・ブルニフィエ／文 朝日出版社 361/ﾌﾞ/

わたしが障害者じゃなくなる日 海老原 宏美／著 旬報社 369/ｴ/

思春期を生きる 小野 善郎／著 福村出版 371/ｵ/Z

5分間のサバイバル　1ねんせい　　（かがくるBOOK 科学クイズサバイバルシリーズ） 韓 賢東／マンガ 朝日新聞出版 404/ﾁ/

5分間のサバイバル　2年生　　（かがくるBOOK 科学クイズサバイバルシリーズ） 韓 賢東／マンガ 朝日新聞出版 404/ﾁ/

5分間のサバイバル　6年生　　（かがくるBOOK 科学クイズサバイバルシリーズ） 韓 賢東／マンガ 朝日新聞出版 404/ﾁ/

月の光を飲んだ少女 ケリー・バーンヒル／著 評論社 933/ﾊﾞ/Z

　＊　絵本　＊

ありとすいか　　（名作絵本復刊シリーズ） たむら しげる／作・絵 ポプラ社 E/ｱ/

おばけのアイスクリームやさん 安西　水丸／〔作〕 教育画劇 E/ｵ/

そらまめくんこんにちは なかや みわ／さく 小学館 E/ｿ/

ドラゴンのお医者さん　　（世界をみちびいた知られざる女性たち） パトリシア・バルデス／文 岩崎書店 E/ﾄﾞ/

ながーいはなでなにするの?　　（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） 齋藤 槇／さく 福音館書店 E/ﾅ/


