
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（4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　＊

わたしの、本のある日々 小林 聡美／著 毎日新聞出版 019.9/ｺ/

　＊　１００  哲学　＊

「悩みすぎる」人のトリセツ 大嶋 信頼／著 秀和システム 146.8/ｵ/

働く女子の仕事力アップTips大全 SHE／著 KADOKAWA 159.4/ｼ/

「断る」ほどチャンスをつかむ女(ひと)のルール 里岡 美津奈／著 秀和システム 159.6/ｻ/

　＊　２００  歴史　＊

市川房枝　　（ミネルヴァ日本評伝選） 村井 良太／著 ミネルヴァ書房 289.1/ｲ/

コシノジュンコ56の大丈夫 コシノ ジュンコ／著 世界文化社 289.1/ｺ/

　＊　３００  社会科学　＊

オードリー・タンの思考 近藤 弥生子／著 ブックマン社 312.2/ｺ/

非正規公務員のリアル 上林 陽治／著 日本評論社 318.3/ｶ/

仕事と介護の両立　　（シリーズダイバーシティ経営） 池田 心豪／著 中央経済社 336.4/ｲ/

その場の空気に負けてしまう「気弱な人」の失敗しない話し方 蔭山 洋介／著 WAVE出版 361.4/ｶ/

失われた賃金を求めて イ ミンギョン／著 タバブックス 366.3/ｲ/

災害女性学をつくる 浅野 富美枝／編著 生活思想社 367.1/ｱ/

母性の抑圧と抵抗 元橋 利恵／著 晃洋書房 367.1/ﾓ/

専業主婦という選択 柳 采延／著 勁草書房 367.2/ﾘ/

<母>を問う 高田 京比子／編 神戸大学出版会 367.3/ﾀ/

「ふつうの家族」にさようなら 山口 真由／著 KADOKAWA 367.3/ﾔ/

定年からの底力　　（PRESIDENT MOOK） プレジデント社 367.7/ﾃ/

処女の道程 酒井 順子／著 新潮社 367.9/ｻ/

LGBT法律相談対応ガイド 東京弁護士会LGBT法務研究部／編著 第一法規 367.9/ﾄ/

THE GOAL IS YOUR SMILE スポーツこころのプロジェクト／編著 スポーツこころのプロジェクト 369.3/ｽ/

マイノリティデザイン 澤田 智洋／著 ライツ社 369/ｻ/

7人に1人の子どもが貧困 アスクネット／編著 明治図書出版 371.3/ｱ/

保健室から見える親が知らない子どもたち 桑原 朱美／著 青春出版社 371.4/ｸ/

いま、子育てどうする? 弘田 陽介／話し手 彩流社 379.9/ﾋ/

　＊　４００  自然科学　＊

小さなことにあくせくしなくなる天文学講座 谷口 義明／著 PHPエディターズ・グループ 440.4/ﾀ/

欧米に寝たきり老人はいない 宮本 顕二／著 中央公論新社 490.1/ﾐ/

漢方がみちびく心と体のレジリエンス<回復力>　　（阪大リーブル） 萩原 圭祐／著 大阪大学出版会 490.9/ﾊ/

テレワークの腰痛・肩こりは自分で治せる! 酒井 慎太郎／著 学研プラス 493.6/ｻ/

がんでもママになるのをあきらめない 京野 廣一／著 サンルクス 494.5/ｷ/

ストレス社会で「考えなくていいこと」リスト 井上 智介／著 KADOKAWA 498.8/ｲ/

　＊　５００  技術　＊

ひっそり暮らし なち／著 大和書房 590.4/ﾅ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　５００  技術　＊

本当はごはんを作るのが好きなのに、しんどくなった人たちへ コウ ケンテツ／著 ぴあ 596/ｺ/

パパのトリセツ2.0 おおた としまさ／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 599/ｵ/

こどもおうちあそび大全 横山 洋子／著 永岡書店 599/ﾖ/

　＊　６００  産業　＊

なんだ、けっきょく最後は言葉じゃないか。 伊藤 公一／著 宣伝会議 674/ｲ/

　＊　７００  芸術　＊

ちひろ、らいてう、戦没画学生の命を受け継ぐ 小森 陽一／著 かもがわ出版 723.1/ｺ/

わたしはフリーダ・カーロ マリア・ヘッセ／作 花伝社 723.5/ﾍ/

私、清掃の仕事してますけど? キム イェジ／著 オーム社 726.1/ｷ/

ボクは食器洗いをやっていただけで、家事をやっていなかった。 土屋 礼央／著 KADOKAWA 767.8/ﾂ/

水のように 浪花 千栄子／著 朝日新聞出版 778.2/ﾅ/

アニメーションの女王たち ナサリア・ホルト／著 フィルムアート社 778.7/ﾎ/

　＊　９００  文学　＊

人がつなぐ源氏物語　　（朝日選書） 伊井 春樹／著 朝日新聞出版 913.3/ﾑ/

生きるために毒親から逃げました。　　（コミックエッセイの森） 尾添 椿／著 イースト・プレス 916/ｵ/

ウチのモラハラ旦那&義母、どーにかしてください! maron／著 KADOKAWA 916/ﾏ/

女ふたり、暮らしています。 キム ハナ／著 CCCメディアハウス 929.1/ｷ/

私の名前を知って シャネル・ミラー／著 河出書房新社 936/ﾐ/

　＊　資料　＊

北九州市の男女共同参画統計データ集　2020 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ／企画・編集 北九州市立男女共同参画センタームーブ A040/ｷ/20

統計でみる都道府県のすがた　2020 総務省統計局／編集 日本統計協会 C21/ﾄ/20

　＊　Ｆ  小説　＊

代理母、はじめました 垣谷 美雨／著 中央公論新社 F/ｶ/

麦本三歩の好きなもの　第2集 住野 よる／著 幻冬舎 F/ｽ/2

優しいおうち 森 久美子／著 中央公論新社 F/ﾓ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

日本史を動かした女性たち　　（ポプラ新書） 北川 智子／著 ポプラ社 G210.4/ｷ/

毒親の日本史　　（新潮新書） 大塚 ひかり／著 新潮社 G210/ｵ/

働かないおじさんが御社をダメにする　　（PHP新書） 白河 桃子／著 PHP研究所 G336.4/ｼ/

専門医が教える新型コロナ・感染症の本当の話　　（幻冬舎新書） 忽那 賢志／著 幻冬舎 G493.8/ｸ/

　＊　児童書　＊

すてきで偉大な女性たちが歴史をつくった ケイト・パンクハースト／作 化学同人 280/ﾊﾟ/

すてきで偉大な女性たちが地球を守った ケイト・パンクハースト／作 化学同人 280/ﾊﾟ/

すてきで偉大な女性たちが世界を変えた ケイト・パンクハースト／作 化学同人 280/ﾊﾟ/

すてきで偉大な女性たちが世界を「あっ!」と言わせた ケイト・パンクハースト／作 化学同人 280/ﾊﾟ/

津田梅子と五千円札物語　　（新紙幣ウラオモテ） オフィス303／編 ほるぷ出版 337/ｵ/

ティーンズ・ボディーブック 北村 邦夫／著 中央公論新社 367/ｷ/Z

子どもへのハラスメント　　（楽しい調べ学習シリーズ） 喜多 明人／監修 PHP研究所 369/ｺ/

わたしの気になるあの子　　（ノベルズ・エクスプレス） 朝比奈 蓉子／作 ポプラ社 913/ｱ/

6年1組黒魔女さんが通る!!　13　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/13

ノラネコぐんだんと金色の魔法使い　　（コドモエのほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 913/ｸ/2



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　絵本　＊

なんでもない 鈴木 のりたけ／作・絵 アリス館 E/ﾅ/

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/ﾑ/


