
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（2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　＊

オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る オードリー・タン／著 プレジデント社 007.3/ｵ/

　＊　１００  哲学　＊

女性のためのアンガーマネジメント 川嵜 昌子／著 産業能率大学出版部 141.6/ｶ/

ほどよい距離が見つかる本 古宮 昇／著 すばる舎 146.8/ｺ/

三十路女は分が悪い 壇 蜜／著 中央公論新社 159.6/ﾀﾞ/

子育て後に「何もない私」にならない30のルール ボーク重子／著 文藝春秋 159.6/ﾎﾞ/

ほっといて欲しいけど、ひとりはいや。 ダンシングスネイル／著 CCCメディアハウス 159/ﾀﾞ/

情緒的に健康な女性をめざして ジェリ・スキャゼロ／著 いのちのことば社 198.6/ｽ/

　＊　２００  歴史　＊

クレア・バーチンガー自伝 クレア・バーチンガー／著 潮出版社 289.3/ﾊﾞ/

第三の性「X」への道 ジェマ・ヒッキー／著 明石書店 289.3/ﾋ/

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

北欧女子オーサのニッポン再発見ローカル旅　　（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 291/ｲ/

女性のためのサウナ・ハンドブック　　（ele‐king books） サウナ女子／著 Pヴァイン 291/ｻ/

考えごとしたい旅フィンランドとシナモンロール 益田 ミリ／著 幻冬舎 293.8/ﾏ/

　＊　３００  社会科学　＊

自由への手紙オードリー・タン オードリー・タン／語り 講談社 304/ｸ/

馬鹿ブス貧乏な私たちを待つろくでもない近未来を迎え撃つために書いたので読んでください。 藤森 かよこ／著 ベストセラーズ 304/ﾌ/

SDGs思考 田瀬 和夫／著 インプレス 335.1/ﾀ/

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　5　　（MF comic essay） オーサ・イェークストロム／著 KADOKAWA 361.5/ｲ/5

日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション デラルド・ウィン・スー／著 明石書店 361.8/ｽ/

両親が元気なうちに“実家じまい”はじめました。 大井 あゆみ／文 光文社 365.3/ｵ/

女性の職業のすべて　2022年版 女性の職業研究会／編 啓明書房 366.2/ｼﾞ/22

男性育休の困難 齋藤 早苗／著 青弓社 366.3/ｻ/

雇用差別と闘うアメリカの女性たち ジリアン・トーマス／著 日本評論社 366.3/ﾄ/

新しいルールの理解とよりよい職場のための職場のハラスメント対策Q&A 森 謙司／著 経済法令研究会 366.3/ﾓ/

あなたの会社、その働き方は幸せですか? 出口 治明／著 祥伝社 366/ﾃﾞ/

「働き方改革」の達成と限界 横田 伸子／編著 関西学院大学出版会 366/ﾖ/

社会・からだ・私についてフェミニズムと考える本　　（月歩双書） 井上 彼方／編 社会評論社 367.1/ｲ/

主婦を問い直した女性たち 池松 玲子／著 勁草書房 367.2/ｲ/

国際的視野からみる近代日本の女性史　　（慶應義塾大学法学研究会叢書） 富田 裕子／編 慶應義塾大学法学研究会 367.2/ﾄ/

イラストレイテッド日本のおばさん 豊村 真理／著 バジリコ 367.2/ﾄ/

儒教社会に挑んだ北朝鮮の女性たち 三浦 洋子／著 明石書店 367.2/ﾐ/

ルポルタージュイスラムに生まれて 読売新聞中東特派員／著 ミネルヴァ書房 367.2/ﾖ/

産めないけれど育てたい。 池田 麻里奈／著 KADOKAWA 367.3/ｲ/

ママも子どももイライラしない親子でできるアンガーマネジメント 小尻 美奈／著 翔泳社 367.3/ｺ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

マザリング 中村 佑子／著 集英社 367.3/ﾅ/

「一人で生きる」が当たり前になる社会　　（ディスカヴァー携書） 荒川 和久／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 367.4/ｱ/

読売新聞「シングルスタイル」編集長は、独身・ひとり暮らしのページをつくっています。 森川 暁子／編著 中央公論新社 367.4/ﾓ/

ひきこもり、自由に生きる 宮西 照夫／著 遠見書房 367.7/ﾐ/

3万人の大学生が学んだ恋愛で一番大切な“性”のはなし 村瀬 幸浩／著 KADOKAWA 367.9/ﾑ/

女子少年院の少女たち 中村 すえこ／著 さくら舎 368.7/ﾅ/

親のパンツに名前を書くとき 北川 なつ／著 ぺこなつ堂 369.2/ｷ/

むすびえのこども食堂白書 湯浅 誠／編 本の種出版 369.4/ﾕ/

ある日、うちの子が学校に行かなくなったら 鈴木 あや／著 けやき出版 371.4/ｽ/

ソーシャルディスタンスでデジタル化する社会の闇 高瀬 堅吉／著 徳間書店 371.4/ﾀ/

お母さんに知ってほしい思春期男子の正しいトリセツ 柳沢 幸雄／著 SBクリエイティブ 379.9/ﾔ/

　＊　４００  自然科学　＊

気候変動から世界をまもる30の方法 国際環境NGO FoE Japan／編 合同出版 451.8/ｺ/

最高の1分足もみ 和智 惠子／著 宝島社 492.7/ﾜ/

更年期ホルモンの変調を感じたら読む本 森 裕紀子／著 法研 493.1/ﾓ/

図解ですぐわかる自力でみるみる改善!脂肪肝 栗原 毅／著 河出書房新社 493.4/ｸ/

不調を知らせるカラダサイン図鑑 工藤 孝文／著 WAVE出版 495/ｸ/

最強の免疫スープ 志賀 貢／著 海竜社 498.5/ｼ/

新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田 晴恵／著 実業之日本社 498.6/ｵ/

　＊　５００  技術　＊

暮らしのなかのSDGs アノニマ・スタジオ／編 KTC中央出版 590/ｱ/

服のはなし 行司 千絵／著 岩波書店 593/ｷﾞ/

糖質10g以下とはまるで思えないやせおかし 本間 節子／著 主婦の友社 596.6/ﾎ/

集中できないのは、部屋のせい。 米田 まりな／著 PHP研究所 597.5/ｺ/

日々白目むいてます 白目 みさえ／著 SBクリエイティブ 599/ｼ/

　＊　６００  産業　＊

つくられる<農村女性> 岩島 史／著 有志舎 611.9/ｲ/

希望の一滴 中村 哲／著 西日本新聞社 614.3/ﾅ/

文章の問題地図 上阪 徹／著 技術評論社 670.9/ｳ/

　＊　７００  芸術　＊

最後の瞽女 桐生 清次／著 文芸社 779.7/ｺ/

こどものメンタルは4タイプ 飯山 晄朗／著 大和書房 780.7/ｲ/

　＊　９００  文学　＊

新編文学にみる女性像 宮本 百合子／著 新日本出版社 902/ﾐ/

紫の式部の君の物語 鈴木 幸子／著 三省堂書店 910.2/ｽ/

カレー沢薫のワクワク人生相談 カレー沢薫／著 太田出版 914.6/ｶ/

ふつうでない時をふつうに生きる 岸本 葉子／著 中央公論新社 914.6/ｷ/

終の暮らし 曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿ/

がんの記事を書いてきた私が乳がんに!?　　（MF comic essay） 内野 こめこ／漫画 KADOKAWA 916/ｳ/

月に聞かせたい話　　（K-BOOK PASS） シン ギョンスク／著 クオン 929.1/ｼ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　Ｆ  小説　＊

推し、燃ゆ 宇佐見 りん／著 河出書房新社 F/ｳ/

『細雪』とその時代 川本 三郎／著 中央公論新社 F/ｶ/

心淋し川 西條 奈加／著 集英社 F/ｻ/

さようならアルルカン/白い少女たち 氷室 冴子／著 集英社 F/ﾋ/

ワンダフル・ライフ 丸山 正樹／著 光文社 F/ﾏ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

「自然死」のすすめ　   　（扶桑社新書） 矢作 直樹／著 扶桑社 G147/ﾔ/

賢く歳をかさねる人間の品格　　（SB新書） 坂東 眞理子／著 SBクリエイティブ G159.7/ﾊﾞ/

無心のすすめ　    　        （中公新書ラクレ） 枡野 俊明／著 中央公論新社 G188.8/ﾏ/

ロヒンギャ危機　         　（中公新書） 中西 嘉宏／著 中央公論新社 G316.8/ﾅ/

SDGs　                      　（岩波新書 新赤版） 南 博／著 岩波書店 Ｇ333.8/ﾐ/

定年入門　　                  （ポプラ新書） 高橋 秀実／著 ポプラ社 G367.7/ﾀ/

知らないと恥をかく「性」の新常識　　（光文社新書） 齋藤 賢／著 光文社 G367.9/ｻ/

女と骨盤　      　            （文春文庫） 片山 洋次郎／著 文藝春秋 G495/ｶ/

家族と社会が壊れるとき　（NHK出版新書） 是枝 裕和／著 NHK出版 G778.2/ﾛ/

アルプスの少女ハイジ　 　（角川文庫） ヨハンナ・シュピリ／[著] KADOKAWA G943.6/ｼ/

　＊　児童書　＊

カカ・ムラドーナカムラのおじさん ガフワラ／原作 双葉社 289/ﾅ/

10代の<性の悩み>白書 思春期外来in上野皮フ科・婦人科クリニック／著 扶桑社 367/ｼ/Z

サッコ先生と!からだこころ研究所 高橋 幸子／著 リトルモア 367/ﾀ/

すし屋のすてきな春原さん　 　（おはなしSDGs） 戸森 しるこ／作 講談社 367/ﾄ/

親子でかんがえよう!防災クイズずかん 桶田 ゆかり／監修 チャイルド本社 369/ｵ/

　＊　絵本　＊

きょうはおかねがないひ ケイト・ミルナー／さく 合同出版 E/ｷ/

子どもの権利ってなあに?　　（エルくらぶ） アラン・セール／文 解放出版社 E/ｺ/

せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ネグレー／作 光村教育図書 E/ﾈ/

ぼくのピンク 小田中 裕子／作 Clover出版 E/ﾎﾞ/

　＊　洋書　＊

大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー／原作 朝日出版社 Y726/A/


