
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

　＊　１００  哲学　＊

もっと、自分をいたわっていい 香山 リカ／著 新日本出版社 146.8/ｶ/

結局、心に従ったほうがうまくいく ヒロコ・グレース／著 大和書房 159.6/ﾋ/

今さら聞けない時間の超基本　　（大人のリテラシー） 二間瀬 敏史／監修 朝日新聞出版 159/ｲ/

　＊　２００  歴史　＊

女性たちのフランス革命 クリスティーヌ・ル・ボゼック／著 慶應義塾大学出版会 235/ﾙ/

「わきまえない女」だった北条政子 跡部 蛮／著 双葉社 289.1/ﾎ/

マリメッコの救世主 ウッラーマイヤ・パーヴィライネン／著 祥伝社 289.3/ﾊﾟ/

　＊　３００  社会科学　＊

新・日本の論点　　（対訳ニッポン双書） ジェームス・M.バーダマン／著 IBCパブリッシング 302.1/ﾊﾞ/

アンダーコロナの移民たち 鈴木 江理子／編著 明石書店 334.4/ｽ/

私らしく生きる19の方法 Rashisa出版／編 Rashisa出版 335.1/ﾗ/

なぜ自信がない人ほど、いいリーダーになれるのか 小早川 優子／著 日経BP 336.3/ｺ/

多様性って何ですか? 羽生 祥子／著 日経BP 336.4/ﾊ/

女性の職業のすべて　2023年版 女性の職業研究会／編 啓明書房 366.2/ｼﾞ/23

ハラスメントの正しい知識と対応 梅澤 康二／著 ビジネス教育出版社 366.3/ｳ/

女と男、このしんどさは誰のせい? 描き子／著 永岡書店 367.1/ｶ/

概説ジェンダーと人権 辻村 みよ子／著 信山社 367.1/ｶﾞ/

日本のフェミニズム 井上 輝子／著 有斐閣 367.2/ｲ/

地域女性史への道 折井 美耶子／著 ドメス出版 367.2/ｵ/

女性の生きづらさとジェンダー 心理科学研究会ジェンダー部会／編 有斐閣 367.2/ｼ/

私はいま自由なの? リン・スタルスベルグ／著 柏書房 367.2/ｽ/

#MeTooの政治学 鄭 喜鎭／編 大月書店 367.2/ﾁ/

ジェンダー化された家庭内役割の平等化と母親ゲートキーピング 中川 まり／著 風間書房 367.2/ﾅ/

ぜんぶ運命だったんかい 笛美／著 亜紀書房 367.2/ﾌ/

フランスに学ぶジェンダー平等の推進と日本のこれから 冨士谷 あつ子／編著 明石書店 367.2/ﾌ/

自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話から見えた生きづらさと男らしさのこと 清田 隆之／著 扶桑社 367.5/ｷ/

父がひとりで死んでいた 如月 サラ／著 日経BP 367.7/ｷ/

トランス男性によるトランスジェンダー男性学 周司 あきら／著 大月書店 367.9/ｼ/

10代の妊娠 にじいろ／著 合同出版 367.9/ﾆ/

子どもを育てられるなんて思わなかった 古田 大輔／編 山川出版社 367.9/ﾌ/

ノンバイナリーがわかる本 エリス・ヤング／著 明石書店 367.9/ﾔ/

福岡 女たちの戦後　第3号 戦後の女性記録継承プロジェクト 367/ﾌ/3

福岡 女たちの戦後　第4号 戦後の女性記録継承プロジェクト 367/ﾌ/4

福岡 女たちの戦後　第5号 戦後の女性記録継承プロジェクト 367/ﾌ/5

自殺対策白書　令和3年版 厚生労働省／編集 日経印刷 368.3/ｺ/21



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　３００  社会科学　＊

わたしは黙らない 合同出版編集部／編 合同出版 368.6/ｺﾞ/

ママたちの本音とグループによる子育て支援 相場 幸子／著 遠見書房 369.4/ｱ/

今、もっとも必要なこれからの子ども・子育て支援　　（これからの保育シリーズ） 土谷 みち子／編著 風鳴舎 369.4/ﾂ/

SDGs時代の学びづくり かながわ開発教育センター／企画 明石書店 371.5/ｴ/

多様性を再考する 坂本 光代／編 Sophia University
Press上智大学出版 371.5/ｻ/

「私、子育て向いてないかも」がラクになる本 Joe／著 日本実業出版社 379.9/ｼﾞ/

　＊　４００  自然科学　＊

統計学の絵本 竹内 俊彦／著 オーム社 417/ﾀ/

ジェンダーと脳 ダフナ・ジョエル／著 紀伊國屋書店 491.3/ｼﾞ/

生理中です パク ボラム／著 世界文化ブックス 495.1/ﾊﾟ/

もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとしたら? シーラ・デ・リス／著 サンマーク出版 495/ﾃﾞ/

頑張りすぎる人のための疲れない習慣 上符 正志／総監修 家の光協会 498.3/ｶﾞ/

子どものからだと心白書　2021 子どものからだと心・連絡会議／編 子どものからだと心・連絡会議 498.7/ｺ/21

ちいさい・おおきい・よわい・つよい　130 ジャパンマシニスト社森の編集室 498.7/ﾁ/

　＊　５００  技術　＊

一生ものの味つけレシピ 石原 洋子／著 家の光協会 596/ｲ/

栗原家のごはん 栗原 心平／著 大和書房 596/ｸ/

おいしすぎるたんぱく質おかず 藤井 恵／著 新星出版社 596/ﾌ/

その下ごしらえ、ホントに必要? 松本 仲子／教える人 幻冬舎 596/ﾏ/

　＊　６００  産業　＊

とりあえず、素人っぽく見えないデザインのコツを教えてください! ingectar‐e／著 インプレス 674.3/ｲ/

　＊　７００  芸術　＊

戦争は女の顔をしていない　2 小梅 けいと／作画 KADOKAWA 726.1/ｺ/2

老後とピアノ 稲垣 えみ子／著 ポプラ社 763.2/ｲ/

時代のカナリア 湯川 れい子／著 集英社 764.7/ﾕ/

俺は主夫。職業、現役Jリーガー 大久保 嘉人／著 講談社 783.4/ｵ/

　＊　９００  文学　＊

性差(ジェンダー)事変 小谷 真理／著 青土社 902/ｺ/

現代女性詩人論 中村 稔／著 青土社 911.5/ﾅ/

その日まで 瀬戸内 寂聴／著 講談社 914.6/ｾ/

吉祥寺ドリーミン 山田 詠美／著 小学館 914.6/ﾔ/

シソンから、　　（チョン・セランの本） チョン セラン／著 亜紀書房 929.1/ﾁ/

　＊　Ｆ  小説　＊

塞王の楯 今村 翔吾／著 集英社 F/ｲ/

もう別れてもいいですか 垣谷 美雨／著 中央公論新社 F/ｶ/

おネコさま御一行　　（れんげ荘物語） 群 ようこ／[著] 角川春樹事務所 F/ﾑ/

黒牢城 米澤 穂信／著 KADOKAWA F/ﾖ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

JJとその時代　　（光文社新書） 鈴木 涼美／著 光文社 G051.7/ｽ/

ヒトの壁　　（新潮新書） 養老 孟司／著 新潮社 G304/ﾖ/

財産消滅　　（ポプラ新書） 岡 信太郎／著 ポプラ社 G324.6/ｵ/

新編おんなの戦後史　　（ちくま文庫） もろさわ ようこ／著 筑摩書房 G367.2/ﾓ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か　　（集英社新書） 杉田 俊介／著 集英社 G367.5/ｽ/

ひきこもりの真実　　（ちくま新書） 林 恭子／著 筑摩書房 G367.6/ﾊ/

ルポ中高年ひきこもり　　（宝島社新書 NHKスペシャル） NHKスペシャル取材班／著 宝島社 G367.7/ｴ/

スマホ脳　　（新潮新書） アンデシュ・ハンセン／著 新潮社 G491.3/ﾊ/

　＊　児童書　＊

時代をきりひらいた日本の女たち 小杉 みのり／文 岩崎書店 281/ｺ/

北条政子　　（小学館版学習まんが人物館） 山本 みなみ／監修 小学館 289/ﾎ/

みんなが知ってる企業のSDGs 蟹江 憲史／監修 ほるぷ出版 335/ｵ/

きめつけないで!「女らしさ」「男らしさ」　1 治部 れんげ／著 汐文社 367/ｼﾞ/1

きめつけないで!「女らしさ」「男らしさ」　2 治部 れんげ／著 汐文社 367/ｼﾞ/2

この指とどけ　　（おはなしSDGs） 村上 しいこ／作 講談社 498/ﾑ/

ムーミン童話全集　７ トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社 949/ﾔ/7

　＊　絵本　＊

おめんです　3　　（あっ!とおどろくしかけえほん） いしかわ こうじ／作・絵 偕成社 E/ｵ/

ムーミン谷のなかまたち　　（徳間ムーミンアニメ絵本） トーベ・ヤンソン／原案 徳間書店 E/ﾔ/


