
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

　＊　１００  哲学　＊

憂うつデトックス 大嶋 信頼／著 ワニブックス 146.8/ｵ/

子育てに苦しむ母との心理臨床 大河原 美以／著 日本評論社 146.8/ｵ/

「もう傷つきたくない」あなたが執着を手放して「幸せ」になる本 根本 裕幸／著 学研プラス 146.8/ﾈ/

わたしの人生は、わたしのモノ 小島 貴子／著 朝日新聞出版 159.6/ｺ/

「自己肯定感」の持ち方であなたのまわりが変わりだす 恒吉 彩矢子／著 青春出版社 159/ﾂ/

　＊　２００  歴史　＊

ルポ私たちが生きた平成 共同通信社／編 岩波書店 210.7/ｷ/

才女の運命 インゲ・シュテファン／著 フィルムアート社 280.4/ｼ/

女ひとり永田町を走り続けて50年 吉川 稻／著 中央公論新社 289.1/ｷ/

　＊　３００  社会科学　＊

北欧女子オーサ日本を学ぶ　　（MF comic essay） オーサ・イェークストロム／著 KADOKAWA 302.1/ｲ/

女性参政資料集　2019年版 市川房枝記念会女性と政治センター／編集 市川房枝記念会女性と政治センター 318.4/ｲ/19/ｼﾞﾑ

声なき叫び ファリダ・アフマディ／著 花伝社 334.4/ｱ/

定年後も働きたい。 松本 すみ子／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 366.2/ﾏ/

つかず離れず婚 和田 秀樹／著 池田書店 367.3/ﾜ/

母ふたりで“かぞく”はじめました。 小野 春／著 講談社 367.9/ｵ/

LGBTのひろば　ゲイの出会い編 城戸 健太郎／編 日本評論社 367.9/ｷ/

超高齢社会の介護はおもしろい! 羽田 冨美江／著 ブリコラージュ 369.1/ﾊ/

親の介護がツラクなる前に知っておきたいこと 島影 真奈美／著 WAVE出版 369.2/ｼ/

科学的に考える子育て 和久田 学／著 緑書房 370.4/ﾜ/

「あたりまえ」からズレても 藤本 文朗／編 日本機関紙出版センター 371.4/ﾌ/

　＊　４００  自然科学　＊

もうイライラしない!怒らない脳 茂木 健一郎／著 徳間書店 491.3/ﾓ/

母性看護学　　（放送大学教材） 齋藤 いずみ／編著 放送大学教育振興会 492.9/ｻ/

認知症介護と仕事の両立ハンドブック 角田 とよ子／著 経団連出版 493.7/ﾂ/

令和の時代、君たちの背骨は大丈夫か? 田中 直史／著 文芸社 494.7/ﾀ/

オトナ女子の謎不調、ホントに更年期? まき りえこ／著 集英社 495.1/ﾏ/

ようこそ女性泌尿器科クリニックへ 奥井 識仁／著 ハート出版 495.4/ｵ/

ライフサイクルでみる女性の保健と健康 小國 美也子／著 ミネルヴァ書房 495/ｵ/

女性のカラダとココロの「不調」を治す50の養生訓 若林 理砂／著 原書房 495/ﾜ/

野菜はくすり　　（ORANGE PAGE BOOKS） 村田 裕子／監修 オレンジページ 498.5/ﾔ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　５００  技術　＊

インターネット白書　2020 インターネット白書編集委員会／編 インプレスR&D 547.4/ｲ/20

「マネーの達人」が教える老後のお金が増える手続き事典 北山 秀輝／著 アスコム 591/ｷ/

発酵あんこのおやつ 木村 幸子／著 WAVE出版 596.6/ｷ/

力尽きレシピ　2 犬飼 つな／著 光文社 596/ｲ/2

パパ離乳食はじめます。 本田 よう一／著 女子栄養大学出版部 599.3/ﾎ/

主婦をサラリーマンにたとえたら想像以上にヤバくなった件 河内 瞬／著 主婦の友社 599/ｶ/

　＊　７００  芸術　＊

花と動物の「白い切り絵」　　（メイツ出版のコツがわかる本） 平石 智美／著 メイツユニバーサルコンテンツ 726.9/ﾋ/

　＊　８００  言語　＊

しゃべるばかりが能じゃない 立川 談四楼／著 毎日新聞出版 809.2/ﾀ/

　＊　９００  文学　＊

50代、足していいもの、引いていいもの 岸本 葉子／著 中央公論新社 914.6/ｷ/

笑って生ききる 瀬戸内 寂聴／著 中央公論新社 914.6/ｾ/

長生きしたいわけではないけれど。 曽野 綾子／著 ポプラ社 914.6/ｿ/

ちょこっと、つまみ　　（おいしい文藝） 阿川 佐和子／[ほか]著 河出書房新社 914.6/ﾁ/

2人目、どうする? 小林 裕美子／著 新潮社 916/ｺ/

　＊　資料　＊

北九州市統計年鑑　第54回(平成29年版) 北九州市企画調整局政策部企画課／編集 北九州市 A020/ｷ/17

北九州市統計年鑑　第55回(平成30年版) 北九州市企画調整局政策部企画課／編集 北九州市 A020/ｷ/18

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

欧米人の見た開国期日本　　（角川ソフィア文庫） 石川 榮吉／[著] KADOKAWA G210.6/ｲ/

女性リーダーが生まれるとき　　（光文社新書） 野村 浩子／著 光文社 G336.3/ﾉ/

アンガーマネジメント　　（日経文庫） 戸田 久実／著 日本経済新聞出版社 G336.4/ﾄ/

「職場のハラスメント」早わかり　　（PHPビジネス新書） 布施 直春／著 PHP研究所 G366.3/ﾌ/

すべての夫婦には問題があり、すべての問題には解決策がある　　（扶桑社新書） 犬山 紙子／著 扶桑社 G367.3/ｲ/

毒親　　（ポプラ新書） 中野 信子／著 ポプラ社 G367.3/ﾅ/

育てられない母親たち　　（祥伝社新書） 石井 光太／[著] 祥伝社 G367.6/ｲ/

社会的ひきこもり　　（PHP新書） 斎藤 環／著 PHP研究所 G493.7/ｻ/

　＊　児童書　＊

女子も!男子も!生理を知ろう　1 宋 美玄／監修 汐文社 495/ｼﾞ/1

女子も!男子も!生理を知ろう　3 宋 美玄／監修 汐文社 495/ｼﾞ/3

読解力を身につける　　（岩波ジュニア新書） 村上 慎一／著 岩波書店 817/ﾑ/Z

　＊　絵本　＊

あいちゃんのひみつ 竹山 美奈子／取材・文 岩崎書店 E/ｱ/

いろいろおてつだい えがしら みちこ／作 小学館 E/ｲ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

おくりもの 豊福 まきこ／作 BL出版 E/ｵ/

とりあえずありがとう 五味 太郎／作 絵本館 E/ﾄ/


