
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

　＊　０００  総記　＊

しずけさとユーモアを 吉満 明子／[著] 枻出版社 023/ﾖ/

　＊　１００  哲学　＊

あなたとわたしの境界線 久遠 ナオミ／著 成文堂 146.8/ｸ/

アドラーに救われた女性たち つるた えみこ／著 みらいパブリッシング 146.8/ﾂ/

1分自己肯定感 中島 輝／著 マガジンハウス 146.8/ﾅ/

「いつも無理してるな」と思った時に読む本 根本 裕幸／著 大和書房 146.8/ﾈ/

家族が変わるとき 森 薫／著 学びリンク 146.8/ﾓ/

最小の結婚 エリザベス・ブレイク／著 白澤社 152.2/ﾌﾞ/

はい。作り笑顔ですが、これでも精一杯仕事しています。 日野 瑛太郎／著 KADOKAWA 159.4/ﾋ/

定年を病にしない 高田 明和／著 ウェッジ 159.7/ﾀ/

めざせ、命日が定年 弘兼 憲史／著 幻冬舎 159.7/ﾋ/

40代から深く生きる人、浅く生きる人 松尾 一也／著 海竜社 159/ﾏ/

　＊　２００  歴史　＊

ハリエット・タブマン 篠森 ゆりこ／著 法政大学出版局 289.3/ﾀ/

　＊　３００  社会科学　＊

女性議員が永田町の壁を砕く! 女性議員飛躍の会／著 成甲書房 314.1/ｼﾞ/

「自分時間」を生きる 朴 和美／著 三一書房 316.8/ﾊﾟ/

おとめ六法 上谷 さくら／著 KADOKAWA 320/ｶ/

ステレオタイプの科学 クロード・スティール／著 英治出版 361.4/ｽ/

一緒にいて居心地のいい人、悪い人の話し方 野口 敏／著 学研プラス 361.4/ﾉ/

なぜいま家族のストーリーが求められるのか 橋本 嘉代／著 書肆侃侃房 361.6/ﾊ/

介護保険が危ない!　　（岩波ブックレット） 上野 千鶴子／編 岩波書店 364.4/ｳ/B

これ一冊でぜんぶわかる!労働基準法　2020ー2021年版 今井 慎／監修 ナツメ社 366.1/ｲ/

職場のハラスメント防止策と事後対応がわかる本 大槻 哲也／監修 成美堂出版 366.3/ｺ/

マンガで解決!パワーハラスメント　企業コンプライアンス編1　　（Futabasha Culture Comic Series） 弁護士ドットコム／監修 双葉社 366.3/ﾏ/

予防・解決職場のパワハラセクハラメンタルヘルス 水谷 英夫／著 日本加除出版 366.3/ﾐ/

女性がオフィスで輝くための12カ条 ジョアン・リップマン／著 文藝春秋 366.3/ﾘ/

同僚は外国人。 細井 聡／著 CCCメディアハウス 366.8/ﾎ/

女性に対する暴力 秋山 千明／著 尚学社 367.1/ｱ/

NATIONAL GEOGRAPHIC 日本版　2019年11月号 日経ナショナルジオグラフィック社 367.1/ﾅ/19-11

新たな時代のジェンダー・イシュー 信田 理奈／編著 三恵社 367.1/ﾉ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

イスラーム・ジェンダー・スタディーズ　2 長沢 栄治／監修 明石書店 367.2/ﾅ/2

朝鮮女性史 盧 桂順／著 東京図書出版 367.2/ﾛ/

子どもを叱りつける親は失格ですか?　　（MF comic essay） アベ ナオミ／著 KADOKAWA 367.3/ｱ/

親になったの私だけ!? ゆむい／漫画 KADOKAWA 367.3/ﾐ/

ママでいるのがつらくなったら読むマンガ 山崎 洋実／著 主婦の友社 367.3/ﾔ/

ひきこもりのライフプラン　　（岩波ブックレット） 斎藤 環／著 岩波書店 367.6/ｻ/B

ひきこもりのライフストーリー　　（フィギュール彩） 保坂 渉／著 彩流社 367.6/ﾎ/

いま、子どもに伝えたい性のQ&A アクロストン／著 主婦の友社 367.9/ｱ/

ぼくが小さなプライド・パレード ソフィア・ヤンベリ／著 ミツイパブリッシング 367.9/ﾔ/

つらい介護に、さようなら 高橋 浩一／著 出版文化社 369.2/ﾀ/

ジソウのお仕事 青山 さくら／著 フェミックス 369.4/ｱ/

アタックPTA 細川 貂々／著 朝日新聞出版 374.6/ﾎ/

笑って子育て 福田 佳織／編著 北樹出版 376.1/ﾌ/

もう悩まない!自己肯定の幸せ子育て 大日向 雅美／著 河出書房新社 379.9/ｵ/

21世紀の「女の子」の親たちへ おおた としまさ／著 祥伝社 379.9/ｵ/

ダメになる人類学 吉野 晃／監修 北樹出版 389/ﾀﾞ/

はみだしの人類学　　（教養・文化シリーズ NHK出版学びのきほん） 松村 圭一郎／著 NHK出版 389/ﾏ/

　＊　４００  自然科学　＊

女性ホルモンは賢い マーティー・ヘイゼルトン／著 インターシフト 495.1/ﾍ/

意識低い系ヨガのすすめ 大日野 カルコ／著 ナツメ社 498.3/ｵ/

東洋医学式カラダとココロの養生術 鈴木 知世／著 すばる舎 498.3/ｽ/

　＊　５００  技術　＊

女は好きなことを仕事にする 大原 真樹／著 大和書房 589/ｵ/

やめる家事 扶桑社 590/ﾔ/

こんな、季節の味ばなし 平野 恵理子／著 天夢人 596/ﾋ/

村上祥子のシニア料理教室 村上 祥子／著 女子栄養大学出版部 596/ﾑ/

時代おくれのいいお産 久 靖男／著 現代書館 598.2/ﾋ/

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/

　＊　６００  産業　＊

子育て世代の農業経営者　　（JCA研究ブックレット） 和泉 真理／著 筑波書房 611.7/ｲ/B

　＊　７００  芸術　＊

日本の絵本　　（連続講座<絵本の愉しみ>） 吉田 新一／著 朝倉書店 726.6/ﾖ/

キャパとゲルダ マーク・アロンソン／著 あすなろ書房 740.2/ｷ/

へそまがり 菊池 亜希子／著 宝島社 778.2/ｷ/

12歳までの最強ストレッチ 谷 けいじ／著 徳間書店 781.4/ﾀ/

　＊　９００  文学　＊

昭和後期女性文学論 新・フェミニズム批評の会／編 翰林書房 910.2/ｼ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

『方丈記』、そのこころ 石田 肇／著 文芸社 914.4/ｲ/

いかがなものか 群 ようこ／著 集英社 914.6/ﾑ/

猫を棄てる 村上 春樹／著 文藝春秋 914.6/ﾑ/

人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか 佐藤 愛子／著 小学館 915.6/ｻ/

家族、捨ててもいいですか? 小林 エリコ／著 大和書房 916/ｺ/

#ゴミ捨てろ gomi_sutero／著 KADOKAWA 916/ｺﾞ/

兄の終い 村井 理子／著 CCCメディアハウス 916/ﾑ/

小説版韓国・フェミニズム・日本 イ ラン／著 河出書房新社 929.1/ｲ/

韓国が嫌いで チャン ガンミョン／著 ころから 929.1/ﾁ/

コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ／著 早川書房 974/ｼﾞ/

　＊　Ｆ  小説　＊

ネコばあさんの家に魔女が来た 赤坂 パトリシア／著 KADOKAWA F/ｱ/

赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井 光太／著 小学館 F/ｲ/

うめももさくら 石田 香織／著 朝日新聞出版 F/ｲ/

恋愛未満 篠田 節子／著 光文社 F/ｼ/

あとを継ぐひと 田中 兆子／著 光文社 F/ﾀ/

女神のサラダ 瀧羽 麻子／著 光文社 F/ﾀ/

四神の旗 馳 星周／著 中央公論新社 F/ﾊ/

持続可能な魂の利用 松田 青子／著 中央公論新社 F/ﾏ/

52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ／著 中央公論新社 F/ﾏ/

きたきた捕物帖 宮部 みゆき／著 PHP研究所 F/ﾐ/

廉太郎ノオト 谷津 矢車／著 中央公論新社 F/ﾔ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

還暦からの底力　　（講談社現代新書） 出口 治明／著 講談社 G159.7/ﾃﾞ/

戦う女性たちの世界史　　（日経ビジネス人文庫） 関 眞興／著 日経BP日本経済新聞出版本部 G280.4/ｾ/

離婚の経済学　　（講談社現代新書） 橘木 俊詔／著 講談社 G367.4/ﾀ/

おひとりさまの老後対策　　（小学館新書） 大村 大次郎／著 小学館 G367.7/ｵ/

障害者差別を問いなおす　　（ちくま新書） 荒井 裕樹／著 筑摩書房 G369.2/ｱ/

感染症対人類の世界史　　（ポプラ新書） 池上 彰／著 ポプラ社 G493.8/ｲ/

　＊　児童書　＊

風を切って走りたい! 高橋 うらら／著 金の星社 289/ﾎ/

平和のバトン 弓狩 匡純／著 くもん出版 319/ﾕ/

あかちゃんはどうやってつくられるの? アンナ・フィスケ／絵と文 河出書房新社 367/ﾌ/

北極と南極の「へぇー」くらべてわかる地球のこと　　（環境ノンフィクション） 中山 由美／文・写真 学研プラス 402/ﾅ/

グレタ・トゥーンベリ ヴィヴィアナ・マッツァ／著 金の星社 451/ﾏ/

めげないいきもの事典 宮沢 輝夫／文 高橋書店 480/ﾐ/

14歳からの読解力教室 犬塚 美輪／著 笠間書院 817/ｲ/Z



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

天使のにもつ いとう みく／著 童心社 913/ｲ/

月と珊瑚　　（講談社・文学の扉） 上條 さなえ／著 講談社 913/ｶ/

青いあいつがやってきた!?　　（文研ブックランド） 松井 ラフ／作 文研出版 913/ﾏ/

山のちょうじょうの木のてっぺん 最上 一平／作 新日本出版社 913/ﾓ/

タヌキのきょうしつ 山下 明生／作 あかね書房 913/ﾔ/

囚われのアマル アイシャ・サイード／作 さ・え・ら書房 933/ｻ/

ねこと王さま ニック・シャラット／作・絵 徳間書店 933/ｼ/

11番目の取引　　（鈴木出版の児童文学 この地球を生きる子どもたち） アリッサ・ホリングスワース／作 鈴木出版 933/ﾎ/

フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ／作 小学館 933/ﾓ/Z

飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ／作 岩崎書店 973/ﾌ/

　＊　絵本　＊

おふろだいすきねことおふろだいきらいねこ 古内 ヨシ／作・絵 赤ちゃんとママ社 E/ｵ/

おれ、よびだしになる 中川 ひろたか／文 アリス館 E/ｵ/

そうたいせいりろんfor babies　　（Baby University） クリス・フェリー／さく サンマーク出版 E/ｿ/

ながーい5ふん みじかい5ふん リズ・ガートン・スキャンロン／文 光村教育図書 E/ﾅ/

ねずみくんはめいたんてい　　（ねずみくんの絵本） なかえ よしを／作 ポプラ社 E/ﾈ/

花のすきなおおかみ きむら ゆういち／文 新日本出版社 E/ﾊ/

ひとはなくもの みやの すみれ／作 こぐま社 E/ﾋ/

ヒロシマ消えたかぞく　　（ポプラ社の絵本） 指田 和／著 ポプラ社 E/ﾋ/

ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール／文 さ・え・ら書房 E/ﾎﾟ/

ムーミントロールと小さな竜　　（クラシック・ムーミン絵本） トーベ・ヤンソン／原作 徳間書店 E/ﾑ/

りょうしりきがくfor babies　　（Baby University） クリス・フェリー／さく サンマーク出版 E/ﾘ/


