
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（6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　＊

哲学の女王たち レベッカ・バクストン／編 晶文社 102.8/ﾊﾞ/

アドラー式「ストレスフリーな人」の7つのすごい!仕事術 桑原 晃弥／著 笠倉出版社 140/ｸ/

女の取扱説明書 姫野 友美／著 SBクリエイティブ 143.5/ﾋ/

私たちはなぜ「女」を面倒に思うのか 水島 広子／著 自由国民社 143.5/ﾐ/

大人になっても思春期な女子たち 大美賀 直子／著 青春出版社 146.8/ｵ/

心と体がラクになる読書セラピー 寺田 真理子／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 146.8/ﾃ/

ふと感じる寂しさ、孤独感を癒す本 根本 裕幸／著 清流出版 146.8/ﾈ/

人を大切にし組織を伸ばす稲盛和夫の言葉 桑原 晃弥／著 リベラル社 159.4/ｸ/

わたしは無敵の女の子 ケイト T.パーカー／著 海と月社 159.6/ﾊﾟ/

自分をもっと大切に 堀口 雅子／著 あさ出版 159.6/ﾎ/

幸せな人生のつくり方 坂東 眞理子／著 祥伝社 159/ﾊﾞ/

　＊　２００  歴史　＊

私がフェミニズムを知らなかった頃 小林 エリコ／著 晶文社 289.1/ｺ/

拝啓キュリー先生 川島 慶子／著 ドメス出版 289.3/ｷ/

　＊　３００  社会科学　＊

月経と犯罪 田中 ひかる／著 平凡社 326.3/ﾀ/

武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方 宮田 律／著 平凡社 333.8/ﾐ/

少子化論　続 松田 茂樹／著 学文社 334.3/ﾏ/2

外国にルーツを持つ女性たち 嶋田 和子／著 ココ出版 334.4/ｼ/

実力も運のうち マイケル・サンデル／著 早川書房 361.8/ｻ/

マイノリティ問題から考える社会学・入門 西原 和久／編 有斐閣 361.8/ﾆ/

あなたの年金　2021-2022年版　　（ブティック・ムック） 椎野 登貴子／著 ブティック社 364.6/ｼ/21-22

女性労働研究　第65号 女性労働問題研究会／編 女性労働問題研究会 366.3/ｼﾞ/

キャリアを創る 天童 睦子／編 学文社 366.3/ﾃ/

男性育休の教科書 日経xwoman／編 日経BP 366.3/ﾆ/

レクチャージェンダー法　　（αブックス） 犬伏 由子／編 法律文化社 367.1/ｲ/

女性の世界地図 ジョニー・シーガー／著 明石書店 367.1/ｼ/

フェミニストってわけじゃないけど、どこか感じる違和感について パク ウンジ／著 ダイヤモンド社 367.1/ﾊﾟ/

まんが子どものいない私たちの生き方 森下 えみこ／まんが 小学館 367.1/ﾓ/

ヴィクトリアン・アメリカのミソジニー 大井 浩二／著 小鳥遊書房 367.2/ｵ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　３００  社会科学　＊

ナイチンゲールはフェミニストだったのか　　（ナイチンゲールの越境） 河村 貞枝／著 日本看護協会出版会 367.2/ｶ/

中国の家族とジェンダー 坂部 晶子／編著 明石書店 367.2/ｻ/

条件なき平等 レジャーヌ・セナック／著 勁草書房 367.2/ｾ/

社会から抹殺される母親たち アリーナ・ブロンスキー／著 文芸社 367.2/ﾌﾞ/

グローバル・ディスコースと女性の身体 宮脇 幸生／編著 晃洋書房 367.2/ﾐ/

誰も教えてくれなかった「離婚」しないための「結婚」の基本 後藤 千絵／著 KADOKAWA 367.4/ｺﾞ/

さよなら、男社会 尹 雄大／著 亜紀書房 367.5/ﾕ/

老後の年表 横手 彰太／著 かんき出版 367.7/ﾖ/

マンガでわかるLGBTQ+ パレットーク／著 講談社 367.9/ﾊﾟ/

コロナ禍、貧困の記録 雨宮 処凛／著 かもがわ出版 368.2/ｱ/

自分の芯をつくる学び 齋藤 孝／著 世界文化ブックス 379.7/ｻ/

　＊　４００  自然科学　＊

理系女性の人生設計ガイド　　（ブルーバックス） 大隅 典子／著 講談社 407/ﾘ/

うつぬけの「頑張らない」ごはん 功刀 浩／監修 ナツメ社 493.7/ｳ/

ボケ日和 長谷川 嘉哉／著 かんき出版 493.7/ﾊ/

日本の男性不妊 竹家 一美／著 晃洋書房 494.9/ﾀ/

生理で知っておくべきこと 細川 モモ／著 日経BP 495.1/ﾎ/

長生き1分片足立ち 伊賀瀬 道也／著 文響社 498.3/ｲ/

ハーバード&ソルボンヌ大学の最先端研究から考案!肩甲骨リセット 根来 秀行／著 文響社 498.3/ﾈ/

　＊　５００  技術　＊

身近な環境・生活のホントがよくわかる本 浦野 紘平／共著 オーム社 519/ﾐ/

noteではじめる新しいアウトプットの教室　　（できるビジネス） コグレ マサト／著 インプレス 547.4/ｺ/

ネットの約束 日経BPコンサルティング情報セキュリティ研究会／著 日経BPコンサルティング 547.4/ﾆ/

男子ごはんの本　その12 国分 太一／著 エム・シィオー 596/ｺ/12

男子ごはんの本　その13 国分 太一／著 エム・シィオー 596/ｺ/13

父ちゃんの料理教室 辻 仁成／著 大和書房 596/ﾂ/

片づけについての小さな本 ベス・ペン／著 プレジデント社 597.5/ﾍﾟ/

子育てで眠れないあなたに 森田 麻里子／著 KADOKAWA 599.4/ﾓ/

パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ! 前田 晃平／著 光文社 599/ﾏ/

　＊　６００  産業　＊

「よそもの」が日本を変える 鎌田 由美子／著 日経BP 601.1/ｶ/

「テレビは見ない」というけれど 西森 路代／[ほか著] 青弓社 699.6/ｾ/

　＊　７００  芸術　＊

大黒柱妻の日常 田房 永子／著 エムディエヌコーポレーション 726.1/ﾀ/

一度きりの大泉の話 萩尾 望都／著 河出書房新社 726.1/ﾊ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　７００  芸術　＊

沢村さん家(ち)のたのしいおしゃべり 益田 ミリ／著 文藝春秋 726.1/ﾏ/

母になる日 葉 祥明／文・絵 新日本出版社 726.6/ﾖ/

岸惠子自伝 岸 惠子／著 岩波書店 778.2/ｷ/

<体育会系女子>のポリティクス 井谷 聡子／著 関西大学出版部 780.1/ｲ/

　＊　９００  文学　＊

女ともだち はらだ 有彩／著 大和書房 902/ﾊ/

モテるかもしれない。 カレー沢薫／著 新潮社 914.6/ｶ/

三人三昧 清水 ミチコ／著 中央公論新社 914.6/ｼ/

別の人 カン ファギル／著 エトセトラブックス 929.1/ｶ/

　＊　Ｆ  小説　＊

お探し物は図書室まで 青山 美智子／著 ポプラ社 F/ｱ/

わたし、定時で帰ります。　[3] 朱野 帰子／[著] 新潮社 F/ｱ/3

スモールワールズ 一穂 ミチ／著 講談社 F/ｲ/

終活の準備はお済みですか? 桂 望実／著 KADOKAWA F/ｶ/

小説8050 林 真理子／著 新潮社 F/ﾊ/

男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田 青子／著 中央公論新社 F/ﾏ/

エレジーは流れない 三浦 しをん／著 双葉社 F/ﾐ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

生贄探し　                   　（講談社+α新書） 中野 信子／[著] 講談社 G141.6/ﾅ/

女武者の日本史　          　（朝日新書） 長尾 剛／著 朝日新聞出版 G281/ﾅ/

平塚らいてう　         （平凡社ライブラリー） 奥村 直史／著 平凡社 G289.1/ﾋ/

ドイツ人はなぜ、毎日出社しなくても世界一成果を出せるのか　　（SB新書） 熊谷 徹／著 SBクリエイティブ G336.4/ｸ/

新型格差社会　             　（朝日新書） 山田 昌弘／著 朝日新聞出版 G361.8/ﾔ/

女性解放という思想　       　（ちくま学芸文庫） 江原 由美子／著 筑摩書房 G367.2/ｴ/

どうしても頑張れない人たち　　（新潮新書） 宮口 幸治／著 新潮社 G368.7/ﾐ/

選べなかった命　         　（文春文庫） 河合 香織／著 文藝春秋 G495.6/ｶ/

女子大生風俗嬢　         　（宝島社新書） 中村 淳彦／著 宝島社 G673.9/ﾅ/

彼女は頭が悪いから　   　（文春文庫） 姫野 カオルコ／著 文藝春秋 GF/ﾋ/

女が死ぬ　　                  （中公文庫） 松田 青子／著 中央公論新社 GF/ﾏ/

　＊　児童書　＊

牧野富太郎　　（はじめて読む科学者の伝記） 清水 洋美／文 汐文社 289/ｼ/Z

津田梅子　                  　（伝記を読もう） 山口 理／文 あかね書房 289/ﾂ/

ほとんど憲法　上 木村 草太／著 河出書房新社 323/ｷ/1

ほとんど憲法　下 木村 草太／著 河出書房新社 323/ｷ/2



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　児童書　＊

科学者になりたい君へ　　（14歳の世渡り術） 佐藤 勝彦／著 河出書房新社 407/ｻ/Z

わたしたちのカメムシずかん　　（たくさんのふしぎ傑作集） 鈴木 海花／文 福音館書店 486/ｽ/

カラスのいいぶん 嶋田 泰子／著 童心社 488/ｼ/

オランウータンに会いたい 久世 濃子／著 あかね書房 489/ｸ/

げっけいのはなし いのちのはなし　　（おでかけBOOK） おおいし まな／さく みらいパブリッシング 495/ｵ/

学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上 祐紀／著 KADOKAWA 498/ｲ/Z

社会を変えた50人の女性アーティストたち レイチェル・イグノトフスキー／著 創元社 702/ｲ/Z

エカシの森と子馬のポンコ　　（teens' best selections） 加藤 多一／作 ポプラ社 913/ｶ/

そのときがくるくる　　（わくわくえどうわ） すず きみえ／作 文研出版 913/ｽ/

ゆりの木荘の子どもたち　　（わくわくライブラリー） 富安 陽子／作 講談社 913/ﾄ/

サンドイッチクラブ 長江 優子／作 岩波書店 913/ﾅ/

兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン／著 あすなろ書房 933/ﾎﾞ/Z

アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ／作 評論社 933/ﾓ/Z

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー／作 徳間書店 943/ｴ/

おいで、アラスカ!　　（フレーベル館文学の森） アンナ・ウォルツ／作 フレーベル館 949/ｳ/

　＊　絵本　＊

あきらがあけてあげるから ヨシタケ シンスケ／作・絵 PHP研究所 E/ｱ/

あなふさぎのジグモンタ とみなが まい／作 ひさかたチャイルド E/ｱ/

あっ!そうなんだ!わたしのからだ 中野 久恵／編著 エイデル研究所 E/ｱ/

あおいろペンギン ペトル・ホラチェック／作 化学同人 E/ｱ/

ことりのぴーと ディック・ブルーナ／ぶん え 福音館書店 E/ｺ/ﾍﾞﾋﾞｰ

しましまぐるぐる　　（いっしょにあそぼ） かしわら あきお／え 学研プラス E/ｼ/ﾍﾞﾋﾞｰ

だめだめすいか 白土 あつこ／作・絵 ひさかたチャイルド E/ﾀﾞ/

どこからきたの?おべんとう 鈴木 まもる／作・絵 金の星社 E/ﾄﾞ/

びっくりはなび　　（講談社の幼児えほん） 新井 洋行／作 講談社 E/ﾋﾞ/ﾍﾞﾋﾞｰ


