
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（11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　＊

PowerPoint暗黙のルール 中川 拓也／著 マイナビ出版 007.6/ﾊﾟ/

家庭雑誌　第1巻 不二出版 051/ｶ/1

家庭雑誌　第2巻 不二出版 051/ｶ/2

家庭雑誌　第3巻 不二出版 051/ｶ/3

家庭雑誌　第4巻 不二出版 051/ｶ/4

家庭雑誌　第5巻 不二出版 051/ｶ/5

家庭雑誌　第6巻 不二出版 051/ｶ/6

家庭雑誌　第7巻 不二出版 051/ｶ/7

家庭雑誌　第8巻 不二出版 051/ｶ/8

家庭雑誌　第9巻 不二出版 051/ｶ/9

家庭雑誌　第10巻 不二出版 051/ｶ/10

家庭雑誌　第11巻 不二出版 051/ｶ/11

　＊　１００  哲学　＊

「愛」という名のやさしい暴力 斎藤 学／著 扶桑社 146.8/ｻ/

SHINE! 田代 祐子／著 幻冬舎 159.4/ﾀ/

人生は、もっと、自分で決めていい 薄井 シンシア／著 日経BP 159.6/ｳ/

やりたいこと、全部やりたい。 立花 佳代／著 アスコム 159/ﾀ/

美しいお経 瀬戸内 寂聴／著 中央公論新社 183/ｾ/

　＊　２００  歴史　＊

声をあげて、世界を変えよう! アドーラ・スヴィタク／著 DU BOOKS 280.4/ｽ/

アンゲラ・メルケル マリオン・ヴァン・ランテルゲム／著 東京書籍 289.3/ｳﾞ/

私のいない部屋 レベッカ・ソルニット／著 左右社 289.3/ｿ/

福岡特別編集版日帰り大人の小さな旅　　（昭文社ムック） 昭文社 291.9/ﾌ/

　＊　３００  社会科学　＊

シンガポールを知るための65章　　（エリア・スタディーズ） 田村 慶子／編著 明石書店 302.2/ﾀ/

時代を視る　2 赤松 良子／著 パド・ウィメンズ・オフィス 304/ｱ/2

右傾化・女性蔑視・差別の日本の「おじさん」政治 前川 喜平／著 くんぷる 312.1/ﾏ/

夫婦をやめたい 南 和行／著 集英社 324.6/ﾐ/

女性活躍が企業価値を高める 上田 理恵子／著 神戸新聞総合出版センター 336.4/ｳ/

働き方のデジタルシフト 村上 智之／著 技術評論社 336.4/ﾊ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　３００  社会科学　＊

ガールズ・メディア・スタディーズ 田中 東子／編著 北樹出版 361.4/ﾀ/

ワーク・ファミリー・バランス 高橋 美恵子／編 慶應義塾大学出版会 366.7/ﾀ/

ジェンダー秩序 江原 由美子／著 勁草書房 367.1/ｴ/

少子化と女性のライフコース　　（人口学ライブラリー） 永瀬 伸子／編著 原書房 367.2/ﾅ/

日本婦人問題資料集成　第1巻 ドメス出版 367.2/ﾆ/1

日本婦人問題資料集成　第2巻 ドメス出版 367.2/ﾆ/2

日本婦人問題資料集成　第3巻 ドメス出版 367.2/ﾆ/3

日本婦人問題資料集成　第4巻 ドメス出版 367.2/ﾆ/4

日本婦人問題資料集成　第5巻 ドメス出版 367.2/ﾆ/5

日本婦人問題資料集成　第6巻 ドメス出版 367.2/ﾆ/6

日本婦人問題資料集成　第7巻 ドメス出版 367.2/ﾆ/7

日本婦人問題資料集成　第8巻 ドメス出版 367.2/ﾆ/8

日本婦人問題資料集成　第9巻 ドメス出版 367.2/ﾆ/9

日本婦人問題資料集成　第10巻 ドメス出版 367.2/ﾆ/10

女性白書　2021 日本婦人団体連合会／編 ほるぷ出版 367.2/ﾆ/21

根のないフェミニズム キム インミョン／著 アジュマ 367.2/ﾈ/

養育者としての男性 数井 みゆき／編著 ミネルヴァ書房 367.3/ｶ/

妻と夫の定年塾　7 西田 小夜子／著 中日新聞社 367.3/ﾆ/7

マンガ アイはあるの? タッシー／著 エイデル研究所 367.9/ﾀ/

男の子みたいな女の子じゃいけないの? リサ・セリン・デイヴィス／著 原書房 367.9/ﾃﾞ/

マンガでわかる思春期のわが子と話したい性のこと 直井 亜紀／著 新星出版社 367.9/ﾅ/

女性たちで子を産み育てるということ 牟田 和恵／著 白澤社 367.9/ﾑ/

考えたことある?性的同意 ピート・ワリス／作 子どもの未来社 367.9/ﾜ/

青鞜　第1巻第1号 不二出版 367/ｾ/1-1

青鞜　第1巻第2号 不二出版 367/ｾ/1-2

青鞜　第1巻第3号 不二出版 367/ｾ/1-3

青鞜　第1巻第4号 不二出版 367/ｾ/1-4

青鞜　第2巻第1号 不二出版 367/ｾ/2-1

青鞜　第2巻第2号 不二出版 367/ｾ/2-2

青鞜　第2巻第3号 不二出版 367/ｾ/2-3

青鞜　第2巻第4号 不二出版 367/ｾ/2-4

青鞜　第2巻第5号 不二出版 367/ｾ/2-5

青鞜　第2巻第6号 不二出版 367/ｾ/2-6

青鞜　第2巻第7号 不二出版 367/ｾ/2-7

青鞜　第2巻第8号 不二出版 367/ｾ/2-8



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　３００  社会科学　＊

青鞜　第2巻第9号 不二出版 367/ｾ/2-9

青鞜　第2巻第10号 不二出版 367/ｾ/2-10

青鞜　第2巻第11号 不二出版 367/ｾ/2-11

青鞜　第2巻第12号 不二出版 367/ｾ/2-12

青鞜　第3巻第1号 不二出版 367/ｾ/3-1

青鞜　第3巻第2号 不二出版 367/ｾ/3-2

青鞜　第3巻第3号 不二出版 367/ｾ/3-3

青鞜　第3巻第4号 不二出版 367/ｾ/3-4

青鞜　第3巻第5号 不二出版 367/ｾ/3-5

青鞜　第3巻第6号 不二出版 367/ｾ/3-6

青鞜　第3巻第7号 不二出版 367/ｾ/3-7

青鞜　第3巻第8号 不二出版 367/ｾ/3-8

青鞜　第3巻第9号 不二出版 367/ｾ/3-9

青鞜　第3巻第10号 不二出版 367/ｾ/3-10

青鞜　第3巻第11号 不二出版 367/ｾ/3-11

青鞜　第3巻第12号 不二出版 367/ｾ/3-12

青鞜　第4巻第1号 不二出版 367/ｾ/4-1

青鞜　第4巻第2号 不二出版 367/ｾ/4-2

青鞜　第4巻第3号 不二出版 367/ｾ/4-3

青鞜　第4巻第4号 不二出版 367/ｾ/4-4

青鞜　第4巻第5号 不二出版 367/ｾ/4-5

青鞜　第4巻第6号 不二出版 367/ｾ/4-6

青鞜　第4巻第7号 不二出版 367/ｾ/4-7

青鞜　第4巻第8号 不二出版 367/ｾ/4-8

青鞜　第4巻第9号 不二出版 367/ｾ/4-9

青鞜　第4巻第10号 不二出版 367/ｾ/4-10

青鞜　第4巻第11号 不二出版 367/ｾ/4-11

青鞜　第5巻第1号 不二出版 367/ｾ/5-1

青鞜　第5巻第2号 不二出版 367/ｾ/5-2

青鞜　第5巻第3号 不二出版 367/ｾ/5-3

青鞜　第5巻第4号 不二出版 367/ｾ/5-4

青鞜　第5巻第5号 不二出版 367/ｾ/5-5

青鞜　第5巻第6号 不二出版 367/ｾ/5-6

青鞜　第5巻第7号 不二出版 367/ｾ/5-7

青鞜　第5巻第8号 不二出版 367/ｾ/5-8



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　３００  社会科学　＊

青鞜　第5巻第9号 不二出版 367/ｾ/5-9

青鞜　第5巻第10号 不二出版 367/ｾ/5-10

青鞜　第5巻第11号 不二出版 367/ｾ/5-11

青鞜　第6巻第1号 不二出版 367/ｾ/6-1

青鞜　第6巻第2号 不二出版 367/ｾ/6-2

青踏　解説・総目次・索引 不二出版 367/ｾ/B-1

盗撮をやめられない男たち 斉藤 章佳／著 扶桑社 368.6/ｻ/

就活キャリアスキル読本 中川 直毅／編著 三恵社 377.9/ﾅ/

ジェンダーレス時代の男の子女の子の育て方 佐藤 律子／著 秀和システム 379.9/ｻ/

　＊　４００  自然科学　＊

脱アセチルとヘルペス対策で片頭痛が消えた! 宇野 克明／著 フォルドリバー 493.7/ｳ/

自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界 サラ・ヘンドリックス／著 河出書房新社 493.7/ﾍ/

8050親の「傾聴」が子どもを救う 最上 悠／著 マキノ出版 493.7/ﾓ/

新型コロナワクチンよりも大切なこと 本間 真二郎／著 講談社ビーシー 493.8/ﾎ/

生理CAMP 工藤 里紗／監修 集英社 495.1/ｾ/

女性のからだを整える。　　（MAGAZINE HOUSE MOOK） マガジンハウス 495/ｼﾞ/

産婦人科医が教える!妊娠・出産と女性特有の不調・病気がわかる本 安田 師仁／著 幻冬舎メディアコンサルティング 495/ﾔ/

14歳から考えたい優生学 フィリッパ・レヴィン／著 すばる舎 498.2/ﾚ/

　＊　５００  技術　＊

がまんしない家 水越 美枝子／著 NHK出版 527/ﾐ/

ライブ配信ハンドブック 田口 真行／著 玄光社 547.4/ﾀ/

人生100歳シニアよ、新デジタル時代を共に生きよう! 牧 壮／著 カナリアコミュニケーションズ 547.4/ﾏ/

お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書 内藤 眞弓／著 東洋経済新報社 591/ﾅ/

藤井ちゃんこ 藤井 恵／著 学研プラス 596/ﾌ/

80歳、村上祥子さんの元気の秘訣は超かんたんレンチンごはんだった! 村上 祥子／著 世界文化ブックス 596/ﾑ/

　＊　６００  産業　＊

たたかわない生き方 大下 容子／著 CCCメディアハウス 699.3/ｵ/

　＊　７００  芸術　＊

私の西欧美術ガイド(抄)　　（北九州市立文学館文庫） 宗 左近／著 北九州市立文学館 702.3/ｿ/

進め!僕の姉ちゃん 益田 ミリ／著 マガジンハウス 726.1/ﾏ/

　＊　８００  言語　＊

現代用語の基礎知識　2022 自由国民社／編集 自由国民社 813.7/ｹﾞ/22

　＊　９００  文学　＊

ミルクとコロナ 白岩 玄／著 河出書房新社 914.6/ｼ/

ダメじゃないんじゃないんじゃない はらだ 有彩／著 KADOKAWA 914.6/ﾊ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

父のビスコ 平松 洋子／著 小学館 914.6/ﾋ/

おんなのじかん 吉川 トリコ／著 新潮社 914.6/ﾖ/

大人でなく30歳です ニナキム／文・イラスト サンマーク出版 929.1/ﾆ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

世界を救うmRNAワクチンの開発者カタリン・カリコ　　（ポプラ新書） 増田 ユリヤ／著 ポプラ社 G289.3/ｶ/

あなたにもある無意識の偏見　　（KAWADE夢新書） 北村 英哉／著 河出書房新社 Ｇ361.4/ｷ/

性差(ジェンダー)の日本史　　（インターナショナル新書） 国立歴史民俗博物館／監修 集英社インターナショナル G367.2/ｼﾞ/

捨てられる男たち　　（SB新書） 奥田 祥子／著 SBクリエイティブ Ｇ367.5/ｵ/

山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る　　（講談社+α新書） 山中 伸弥／[著] 講談社 G379.9/ﾔ/

一汁一菜でよいという提案　　（新潮文庫） 土井 善晴／著 新潮社 G596/ﾄﾞ/

　＊　児童書　＊

世界を変えた100人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリ／文 河出書房新社 280/ﾌ/

世界を舞台に輝く100人の女の子の物語　　（グッドナイトストーリーフォーレベルガールズ） エレナ・ファヴィッリ／文 河出書房新社 280/ﾌ/

サラ・ベルナール　　（コミック版世界の伝記） 山田 一喜／漫画 ポプラ社 289/ﾍﾞ/

みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT　　（ちくまプリマー新書） 遠藤 まめた／著 筑摩書房 367/ｴ/Z

小学生だから知ってほしいSEX・避妊・ジェンダー・性暴力　　（こどもと生活シリーズ） 高橋 怜奈／監修 主婦と生活社 367/ｼ/

世界じゅうの女の子のための日 ジェシカ・ハンフリーズ／文 大月書店 367/ﾊ/

中野信子のこども脳科学 中野 信子／著 フレーベル館 491/ﾅ/

6年1組黒魔女さんが通る!!　15　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/15

　＊　絵本　＊

おでんのゆ 真珠 まりこ／作・絵 ひさかたチャイルド E/ｵ/

きんぎょが にげた　　（福音館の幼児絵本） 五味 太郎／作 福音館書店 E/ｺﾞ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ひめさま!ぞうはすごくおおきいでござる 丸山 誠司／作 光村教育図書 E/ﾋ/

まどから★おくりもの　　（五味太郎・しかけ絵本） 五味 太郎／作・絵 偕成社 E/ﾏ/


