
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（8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　＊

ミュージアムグッズのチカラ 大澤 夏美／著 国書刊行会 069/ｵ/

Journalism　no.372(2021.5) 朝日新聞社ジャーナリスト学校 070.5/ｼﾞ/

　＊　１００  哲学　＊

秒でやれ 鴨頭 明子／著 かも出版 159.6/ｶ/

自分サイズでいこう hara／著 KADOKAWA 159.6/ﾊ/

新50代は悩み多きお年頃 槇村 さとる／著 光文社 159.6/ﾏ/

　＊　２００  歴史　＊

自分に還る 石川 理恵／取材・文 PHPエディターズ・グループ 281/ｲ/

フランス革命の女たち 池田 理代子／著 新潮社 283.5/ｲ/

カマラ・ハリスの流儀 ダン・モレイン／著 彩流社 289.3/ｶ/

世界でいちばん幸せな男 エディ・ジェイク／著 河出書房新社 289.3/ｼﾞ/

私たちの真実 カマラ・ハリス／著 光文社 289.3/ﾊ/

お一人さま逃亡温泉　　（ビジュアルガイドシリーズ） 加藤 亜由子／著 みらいパブリッシング 291/ｶ/

　＊　３００  社会科学　＊

他者の靴を履く ブレイディみかこ／著 文藝春秋 304/ﾌﾞ/

25歳からの国会 平河 エリ／著 現代書館 314.1/ﾋ/

白書の白書　2021年版 木本書店・編集部／編集 木本書店 317/ｷ/21

家族間契約の知識と実践 木野 綾子／監修 日本法令 324.5/ｶ/

相続の諸手続きと届出がすべてわかる本　'21ー'22年版 河原崎 弘／監修 成美堂出版 324.7/ｿ/21-22

哲さんの声が聞こえる 加藤 登紀子／著 合同出版 333.8/ｶ/

世界でいちばん素敵なSDGsの教室 小林 亮／監修 三才ブックス 333.8/ｾ/

労働力調査年報　令和元年 総務省統計局／編集 総務省統計局 366.2/ﾛ/19

限界から始まる 上野 千鶴子／著 幻冬舎 367.1/ｳ/

エトセトラ　VOL.1(2019SPRING/SUMMER) エトセトラブックス 367.1/ｴ/

エトセトラ　VOL.2(2019FALL/WINTER) エトセトラブックス 367.1/ｴ/

エトセトラ　VOL.5(2021SPRING/SUMMER) エトセトラブックス 367.1/ｴ/

私は自分のパイを求めるだけであって人類を救いにきたわけじゃない キム ジナ／著 祥伝社 367.1/ｷ/

女性の中年危機 スザンヌ・シュミット／著 ニュートンプレス 367.1/ｼ/

モヤる言葉、ヤバイ人 アルテイシア／著 大和書房 367.2/ｱ/

妻と娘の唐宋時代　　（東方選書） 大澤 正昭／著 東方書店 367.2/ｵ/

マチズモを削り取れ 武田 砂鉄／著 集英社 367.2/ﾀ/

男尊女卑 成清 弘和／著 明石書店 367.2/ﾅ/

男女共同参画白書　令和3年版 内閣府男女共同参画局／編集 勝美印刷 367.2/ﾅ/21

イスラーム・ジェンダー・スタディーズ　4 長沢 栄治／監修 明石書店 367.2/ﾅ/4

#駄言辞典 日経xwoman／編 日経BP 367.2/ﾆ/

毒親に育てられました　2 つつみ／著 KADOKAWA 367.3/ﾂ/2



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　３００  社会科学　＊

子ども白書　2021 日本子どもを守る会／編 かもがわ出版 369.4/ﾆ/21

10代の時のつらい経験、私たちはこう乗り越えました　　（MF comic essay） しろやぎ 秋吾／著 KADOKAWA 371.4/ｼ/

男女共学の成立 小山 静子／編著 六花出版 376.4/ｺ/

春夏秋冬ゆるーく楽しむ和の行事 本間 美加子／文 海竜社 386.1/ﾎ/

　＊　４００  自然科学　＊

私の科学者ライフ 女性科学者に明るい未来をの会／編 日本評論社 402.1/ｼﾞ/

女性のコレステロール・中性脂肪を改善する本 植田 勝廣／監修 メディアパル 493.2/ｿﾞ/

最高の睡眠。　　（MAGAZINE HOUSE MOOK Dr.クロワッサン） マガジンハウス 498.3/ｻ/

自宅で最期を迎える準備のすべて 大軒 愛美／著 自由国民社 498/ｵ/

　＊　５００  技術　＊

ネット・SNSの危険から子どもを守れ! 原 早苗／編著 ぎょうせい 547.4/ﾊ/

暮らしが変わる時短家事 かおり／著 KADOKAWA 590/ｶ/

罪なきレシピ AYA／著 学研プラス 596/ｱ/

こころが整う台所 高木 ゑみ／著 飛鳥新社 596/ﾀ/

#ほどほど育児 木下 ゆーき／著 飛鳥新社 599/ｷ/

父勉と子育て 春陽堂書店／編 春陽堂書店 599/ｼ/

　＊　７００  芸術　＊

2枚のコイン ヌリア・タマリット／作 花伝社 726.1/ﾀ/

ちひろダイアリー　　（らんぷの本 mascot） 竹迫 祐子／編著 河出書房新社 726.6/ｲ/

　＊　８００  言語　＊

フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡 乾／著 創元社 804/ﾖ/

　＊　９００  文学　＊

結婚の結節点　　（和泉選書） 泉谷 瞬／著 和泉書院 910.2/ｲ/

アガワ流生きるピント 阿川 佐和子／著 文藝春秋 914.6/ｱ/

女性に関する十二章 伊藤 整／著 ごま書房新社 914.6/ｲ/

経営コンサルタントでワーキングマザーの私がガンにかかったら 山添 真喜子／著 東洋経済新報社 916/ﾔ/

声をあげます　　（チョン・セランの本） チョン セラン／著 亜紀書房 929.1/ﾁ/

ハヨンガ チョン ミギョン／著 アジュマ 929.1/ﾁ/

あたしだけ何も起こらない ハン ソルヒ／著 キネマ旬報社 929.1/ﾊ/

コンラッドの小説におけるジェンダー表象 岩清水 由美子／著 南雲堂 930.2/ｲ/

シンデレラとガラスの天井 ローラ・レーン／著 太田出版 933.7/ﾚ/

　＊　資料　＊

北九州市の図書館　令和3年 北九州市立中央図書館 A275.1/ｷ/21

　＊　Ｆ  小説　＊

いるいないみらい 窪 美澄／著 KADOKAWA F/ｸ/

象の皮膚 佐藤 厚志／著 新潮社 F/ｻ/

琥珀の夏 辻村 深月／著 文藝春秋 F/ﾂ/

母親病 森 美樹／著 新潮社 F/ﾓ/

ミラーワールド 椰月 美智子／著 KADOKAWA F/ﾔ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

バイアスとは何か　　（ちくま新書） 藤田 政博／著 筑摩書房 G141.5/ﾌ/

「私」を受け容れて生きる　　（新潮文庫） 末盛 千枝子／著 新潮社 G289.1/ｽ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

ミャンマー政変　　（ちくま新書） 北川 成史／著 筑摩書房 G312.2/ｷ/

子育て罰　　（光文社新書） 末冨 芳／著 光文社 G369.4/ｽ/

ジェンダーで見るヒットドラマ　　（光文社新書） 治部 れんげ／著 光文社 G778.8/ｼﾞ/

刑事に向かない女　[2]　　（角川文庫） 山邑 圭／[著] KADOKAWA GF/ﾔ/2

刑事に向かない女　[3]　　（角川文庫） 山邑 圭／[著] KADOKAWA GF/ﾔ/3

　＊　児童書　＊

ウソみたいなホントのはなし　恐竜編　　（ナショジオキッズ） ナショナルジオグラフィック／編 エムディエヌコーポレーション 033/ﾅ/

ウソみたいなホントのはなし　動物編　　（ナショジオキッズ） ナショナルジオグラフィック／編 エムディエヌコーポレーション 033/ﾅ/

ウソみたいなホントのはなし　1　　（ナショジオキッズ） ナショナルジオグラフィック／編 エムディエヌコーポレーション 033/ﾅ/1

津田梅子　　（集英社版・学習まんが 世界の伝記NEXT） RICCA／まんが 集英社 289/ﾂ/

チバニアン誕生　　（ポプラ社ノンフィクション 科学） 岡田 誠／著 ポプラ社 456/ｵ/

10代のためのもしかして摂食障害?と思ったときに読む本 おちゃずけ／著 合同出版 493/ｵ/Z

本当に危ないスマホの話 遠藤 美季／監修 金の星社 694/ﾎ/

6年1組黒魔女さんが通る!!　14　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/14

　＊　絵本　＊

おキモチや とき なつき／さく・え 文芸社 E/ｵ/

きょうりゅうレディ リンダ・スキアース／作 出版ワークス E/ｷ/

こどもたちはまっている　　（亜紀書房えほんシリーズ<あき箱>） 荒井 良二／著 亜紀書房 E/ｺ/

このかみなあに? 谷内 つねお／さく 福音館書店 E/ｺ/

<国際版>ディズニーおはなし絵本館　15 講談社 E/ｺ/15

性の絵本 たきれい／作 KADOKAWA E/ｾ/

ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／原作 白泉社 E/ﾉ/

パンツのなかのまほう なかがわ さやこ／さく かもがわ出版 E/ﾊﾟ/

ビアトリクス・ポターの物語 リンゼイ・H.メトカーフ／文 西村書店 E/ﾋﾞ/

ムーミントロールと真夏のミステリー　　（ムーミンのおはなしえほん） トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E/ﾑ/

ムーミン一家の海の冒険　　（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/


