
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（5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　＊

プレスの自由と検閲・政治・ジェンダー　　（大阪大学法史学研究叢書） 的場 かおり／著 大阪大学出版会 023.8/ﾏ/

　＊　１００  哲学　＊

フェミニストが見直すユング スーザン・ローランド／著 追手門学院大学出版会 146.1/ﾛ/

ママ、怒らないで。 斎藤 裕／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 146.8/ｻ/

マンガでわかる自己肯定感 中島 輝／著 講談社 146.8/ﾅ/

働くオトナ女子のためのゆるっと習慣 米山 彩香／著 学研プラス 159.4/ﾖ/

武士の娘の思考法 石川 真理子／著 海竜社 159.6/ｲ/

　＊　２００  歴史　＊

ひとすじの光 重い病気を持つ子どもと家族を支える財団／著 文藝春秋企画出版部 289.1/ｷ/

想い出すこと メアリー・ペイリー・マーシャル／著 晃洋書房 289.3/ﾏ/

ヤマザキマリの世界逍遙録　　（JAL BOOKS） ヤマザキ マリ／著 JALブランドコミュニケーション 290.9/ﾔ/

　＊　３００  社会科学　＊

在日ウイグル人が明かすウイグル・ジェノサイド ムカイダイス／著 ハート出版 316.8/ﾑ/

ラブコールさかい 女に議員はムリですか? 内海 和子／著 梨の木舎 318.2/ｳ/

女性と戦後司法 中村 久瑠美／著 論創社 327/ﾅ/

日本のSDGs 高橋 真樹／著 大月書店 333.8/ﾀ/

共感が未来をつくる 野中 郁次郎／編著 千倉書房 335.8/ﾉ/

女性が共に、より羽ばたくために ザ・ドリーム・コレクティブ／著 現代書林 336.4/ｻﾞ/

無意識のバイアス ジェニファー・エバーハート／著 明石書店 361.4/ｴ/

多様性との対話　　（青弓社ライブラリー） 岩渕 功一／編著 青弓社 361.8/ｲ/

最強のライフキャリア論。 岩橋 ひかり／著 時事通信出版局 366.3/ｲ/

マンガで解決!ブラック企業　企業コンプライアンス編3　 弁護士ドットコム／監修 双葉社 366.3/ﾏ/

ジェンダー問題調査・研究支援事業報告書　令和2年度 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”情報課／編集 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”情報課 367.1/ｷ/20

イラストで学ぶジェンダーのはなし アイリス・ゴットリーブ／イラスト・文 フィルムアート社 367.1/ｺﾞ/

マルクス主義、フェミニズム、セックスワーク論 森田 成也／著 慶應義塾大学出版会 367.1/ﾓ/

男女平等原則の普遍性　　（日本比較法研究所研究叢書） 植野 妙実子／著 中央大学出版部 367.2/ｳ/

ジェンダー分析で学ぶ女性史入門 総合女性史学会／編 岩波書店 367.2/ｿ/

ジェンダー暴力の文化人類学 田中 雅一／編 昭和堂 367.2/ﾀ/

新編激動の中を行く 与謝野 晶子／著 新泉社 367.2/ﾖ/

モラニゲ 榎本 まみ／著 飛鳥新社 367.3/ｴ/

「男らしさ」はつらいよ ロバート・ウェッブ／著 双葉社 367.5/ｳ/

男性性の探究 ラファエル・リオジエ／著 講談社 367.5/ﾘ/

親をおりる 明石 紀久男／著 彩流社 367.6/ｱ/

ひきこもりの理解と支援 高塚 雄介／編 遠見書房 367.6/ﾀ/

ゆる終活のための親にかけたい55の言葉 奥山 晶子／著 オークラ出版 367.7/ｵ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　３００  社会科学　＊

東南アジアと「LGBT」の政治 日下 渉／編著 明石書店 367.9/ｸ/

ろう女性学入門 小林 洋子／編 生活書院 369.2/ｺ/

福島モノローグ いとう せいこう／著 河出書房新社 369.3/ｲ/

見えない妊娠クライシス 佐藤 拓代／編著 かもがわ出版 369.4/ｻ/

「ほんとのこと」は、親にはいえない 木村 泰子／著 家の光協会 370.4/ｷ/

にほんでいきる 毎日新聞取材班／編 明石書店 371.5/ﾏ/

声なき声をつむぐ 齋藤 幸男／著 学事出版 374.9/ｻ/

女子学生のキャリアデザイン 野村 康則／著 水曜社 377.9/ﾉ/

考える力を高めるキャリアデザイン入門 藤村 博之／編 有斐閣 377.9/ﾌ/

女性リーダー育成への挑戦　　（昭和女子大学女性文化研究叢書） 昭和女子大学女性文化研究所／編 御茶の水書房 377/ｼ/

大人の「勉強」大作戦　　（日経BPムック 日経ホームマガジン） 日経BP 379.7/ｵ/

オトナ女子のふるまい手帖 高田 将代／著 SBクリエイティブ 385.9/ﾀ/

　＊　４００  自然科学　＊

ウイルスはささやく 武村 政春／著 春秋社 465.8/ﾀ/

うるおう体のつくりかた 永井 峻／著 サンマーク出版 492.7/ﾅ/

もう我慢しない!おしもの悩み 増田 美加／著 オークラ出版 495.4/ﾏ/

オトナ女子のおうちセルフケア 山口 創／著 秀和システム 498.3/ﾔ/

北欧から「生きやすい社会」を考える 赤地 葉子／著 新曜社 498/ｱ/

　＊　５００  技術　＊

SDGs表現論 山中 司／著 海竜社 519/ﾔ/

主婦業9割削減宣言 唐仁原 けいこ／著 中央公論新社 590.4/ﾄ/

もうがんばれない日のための限界ごはん 杏耶／著 KADOKAWA 596/ｱ/

46歳で父になった社会学者 工藤 保則／著 ミシマ社 599/ｸ/

　＊　６００  産業　＊

コーヒーで読み解くSDGs  José・川島良彰／著 ポプラ社 617.3/ｶ/

辞めない選択 豊田 順子／著 TAC株式会社出版事業部 699.3/ﾄ/

　＊　７００  芸術　＊

扉はひらくいくたびも 竹宮 惠子／著 中央公論新社 726.1/ﾀ/

若返り筋トレやってます!! こいし ゆうか／イラスト・漫画 エムディエヌコーポレーション 780.7/ｺ/

　＊　８００  言語　＊

言いたいことは1分にまとめなさい 新田 祥子／著 明日香出版社 809.2/ﾆ/

暮らしを変える書く力 一田 憲子／著 KADOKAWA 816/ｲ/

　＊　９００  文学　＊

母恋い 大野 雅子／著 PHPエディターズ・グループ 910.2/ｵ/

「女」のはなし 久世 光彦／著 河出書房新社 914.6/ｸ/

Go Toマリコ 林 真理子／著 文藝春秋 914.6/ﾊ/

小福ときどき災難 群 ようこ／著 集英社 914.6/ﾑ/

むしろ、考える家事 山崎 ナオコーラ／著 KADOKAWA 914.6/ﾔ/

3人で親になってみた 杉山 文野／著 毎日新聞出版 916/ｽ/

メッセージ トーベ・ヤンソン／著 フィルムアート社 949.8/ﾔ/

戻ってきた娘 ドナテッラ・ディ・ピエトラントニオ／著 小学館 973/ﾃﾞ/

ミシンの見る夢 ビアンカ・ピッツォルノ／著 河出書房新社 973/ﾋﾟ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　Ｆ  小説　＊

息子のボーイフレンド 秋吉 理香子／著 U-NEXT F/ｱ/

片をつける 越智 月子／著 ポプラ社 F/ｵ/

偶然の家族 落合 恵子／著 東京新聞 F/ｵ/

ドキュメント 湊 かなえ／著 KADOKAWA F/ﾐ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

なんで家族を続けるの?　　（文春新書） 内田 也哉子／著 文藝春秋 G367.3/ｳ/

いつまでも親がいる　     　（光文社新書） 島田 裕巳／著 光文社 G367.3/ｼ/

ルポ婚難の時代　           　（光文社新書） 筋野 茜／著 光文社 G367.4/ﾙ/

　＊　児童書　＊

猿橋勝子　　（はじめて読む科学者の伝記） 清水 洋美／文 汐文社 289/ｻ/

未来をつくるあなたへ　　（岩波ジュニアスタートブックス ジュニスタ） 中満 泉／著 岩波書店 304/ﾅ/

人権と自然をまもる法ときまり　1 笹本 潤／法律監修 大月書店 320/ﾌ/1

人権と自然をまもる法ときまり　2 笹本 潤／法律監修 大月書店 320/ﾌ/2

人権と自然をまもる法ときまり　3 笹本 潤／法律監修 大月書店 320/ﾌ/3

人権と自然をまもる法ときまり　4 笹本 潤／法律監修 大月書店 320/ﾌ/4

SDGsのきほん　15 ポプラ社 333/ｲ/15

SDGsのきほん　16 ポプラ社 333/ｲ/16

SDGsのきほん　17 ポプラ社 333/ｴ/17

SDGsのきほん　18 ポプラ社 333/ｴ/18

女の子だから、男の子だからをなくす本 ユン ウンジュ／文 エトセトラブックス 367/ﾕ/

　＊　絵本　＊

あるひあるとき あまん きみこ／文 のら書店 E/ｱ/

いつかあなたをわすれても 桜木 紫乃／文 集英社 E/ｲ/

かえるのごほうび　　（日本傑作絵本シリーズ） 木島 始／さく 福音館書店 E/ｶ/


