
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（4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　＊

その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。 山本 貴光／著 筑摩書房 131.5/ﾔ/

男女がうまくいく心理学辞典 齊藤 勇／監修 朝日新聞出版 141.6/ｱ/

男女の会話答え合わせ辞典 男女のすれ違い検証委員会／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 143.1/ﾀﾞ/

性格の法則　　（Understanding Human Nature） アルフレッド・アドラー／著 興陽館 146.1/ｱ/

チェンジ・ザ・ラベル 加藤 史子／著 ごきげんビジネス出版 146.8/ｶ/

しんどい心にさようなら きい／著 KADOKAWA 146.8/ｷ/

最後の講義完全版 西原 理恵子／著 主婦の友社 159.6/ｻ/

仏教における女性差別を考える 源 淳子／著 あけび書房 188.7/ﾐ/

　＊　２００  歴史　＊

教養の東南アジア現代史 川中 豪／編著 ミネルヴァ書房 223/ｶ/

スゴ母列伝 堀越 英美／著 大和書房 280.4/ﾎ/

週末フィンランド 岩田 リョウコ／著 大和書房 293.8/ｲ/

　＊　３００  社会科学　＊

女たちの中東ロジャヴァの革命 ミヒャエル・クナップ／著 青土社 302.2/ｸ/

女性の参画が政治を変える　　（SHINZANSHA BOOKLET） 辻村 みよ子／編著 信山社 314.8/ｼﾞ/

SDGs×自治体実践ガイドブック 高木 超／著 学芸出版社 318.6/ﾀ/

イマドキ女性管理職の働き方 麓 幸子／著 日経BP 336.3/ﾌ/

女性活躍推進法一般事業主行動計画課題別策定ガイド 島 麻衣子／著 第一法規 336.4/ｼ/

管理職のためのハラスメント予防&対応ブック 向井 蘭／著 ダイヤモンド社 336.4/ﾑ/

実践職場で使えるカウンセリング 諸富 祥彦／編著 誠信書房 336.4/ﾓ/

ロスジェネのすべて 雨宮 処凛／編著 あけび書房 361.6/ｱ/

自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が解消する本 星 賢人／著 翔泳社 366.2/ﾎ/

10年後に食える仕事食えない仕事 渡邉 正裕／著 東洋経済新報社 366.2/ﾜ/

家事労働の国際社会学 伊藤 るり／編著 人文書院 366.3/ｲ/

ちょっと気になる「働き方」の話 権丈 英子／著 勁草書房 366/ｹ/

ジェンダー問題調査・研究支援事業報告書　令和2年 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

ジェンダー・暴力・権力 鳴子 博子／編著 晃洋書房 367.1/ﾅ/

Women ここにいる私　　（NATIONAL GEOGRAPHIC） ナショナルジオグラフィック／編著 日経ナショナルジオグラフィック社 367.2/ﾅ/

いつまで続く「女人禁制」 源 淳子／編著 解放出版社 367.2/ﾐ/

ちいさな大きなたからもの 瀬奈 じゅん／著 方丈社 367.3/ｾ/

きらいな母を看取れますか?関係がわるい母娘の最終章 寺田 和代／著 主婦の友社 367.3/ﾃ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

女50代のやっかいな人間関係 小野寺 敦子／著 河出書房新社 367.7/ｵ/

産婦人科医宋美玄先生が娘に伝えたい性の話 宋 美玄／監修 小学館 367.9/ｻ/

おうち性教育はじめます　　（MF comic essay） フクチ マミ／著 KADOKAWA 367.9/ﾌ/

買売春解体新書 上野 千鶴子／[ほか著] 柘植書房新社 368.4/ｳ/

子ども家庭支援論 浅井 春夫／編著 建帛社 369.4/ｱ/

子づれシングルの社会学 神原 文子／著 晃洋書房 369.4/ｶ/

子育て支援を労働として考える 相馬 直子／編著 勁草書房 369.4/ｿ/

フランスの在宅保育政策　　（MINERVA社会福祉叢書） 牧 陽子／著 ミネルヴァ書房 369.4/ﾏ/

　＊　４００  自然科学　＊

女の子が知っておきたい卵子のハナシ。 浅田 義正／著 主婦の友社 491.3/ｱ/

だらしない夫じゃなくて依存症でした 三森 みさ／著 時事通信出版局 493.1/ﾐ/

繊細すぎて生きづらい おがた ちえ／著 ぶんか社 493.7/ｵ/

よくわかる女性のADHD　　（こころのクスリBOOKS） 司馬 理英子／著 主婦の友社 493.7/ｼ/

疲れたから休みます。と言えないあなたへ 渡辺 正樹／著 主婦の友社 493.7/ﾜ/

子育てはだいたいで大丈夫 森戸 やすみ／著 内外出版社 493.9/ﾓ/

美肌、太らない、老けないは食べ方が9割 赤石 定典／著 PHP研究所 498.5/ｱ/

　＊　５００  技術　＊

『女工哀史』を再考する サンドラ・シャール／著 京都大学学術出版会 586/ｼ/

見て覚えるワインの絵事典 森 覚／監修 新星出版社 588.5/ﾓ/

　＊　７００  芸術　＊

戦争は女の顔をしていない　1 小梅 けいと／作画 KADOKAWA 726.1/ｺ/1

僕の姉ちゃん的生活 益田 ミリ／著 マガジンハウス 726.1/ﾏ/

　＊　９００  文学　＊

綴る女 林 真理子／著 中央公論新社 910.2/ﾐ/

ドナルド・キーン著作集　別巻 ドナルド・キーン／著 新潮社 910.8/ｷ/B

大伴旅人 辰巳 正明／著 新典社 911.1/ﾀ/

晴れの日散歩 角田 光代／著 オレンジページ 914.6/ｶ/

夜明けのM 林 真理子／著 文藝春秋 914.6/ﾊ/

4 Unique Girls 山田 詠美／著 幻冬舎 914.6/ﾔ/

いつでも母と 山口 恵以子／著 小学館 914.6/ﾔ/

私日記　11 曽野 綾子／著 海竜社 915.6/ｿ/11

女であるだけで ソル・ケー・モオ／著 国書刊行会 995/ｹ/

　＊　Ｆ  小説　＊

《世界》がここを忘れても 清末 愛砂／文 寿郎社 F/ｷ/

言の葉は、残りて 佐藤 雫／著 集英社 F/ｻ/

新・紫式部日記 夏山 かほる／著 日本経済新聞出版社 F/ﾅ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

女性のためのブレない生き方　　（ロング新書） 坂東 眞理子／著 ロングセラーズ G159.6/ﾊﾞ/

それでも、逃げない　　（文春新書） 三浦 瑠麗／著 文藝春秋 G289.1/ﾐ/

空気を読む脳　　（講談社+α新書） 中野 信子／[著] 講談社 G491.3/ﾅ/

<婚活ビジネス>急成長のカラクリ　　（扶桑社新書） 有薗 隼人／著 扶桑社 G673.9/ｱ/

歌舞伎に女優がいた時代　　（中公新書ラクレ） 小谷野 敦／著 中央公論新社 G774.2/ｺ/

　＊　児童書　＊

可能性は無限大　　（パラリンピックのアスリートたち） 高橋 うらら／文 新日本出版社 289/ﾐ/

産婦人科医宋美玄先生の生理だいじょうぶブック 宋 美玄／監修 小学館 495/ｻ/

女子も!男子も!生理を知ろう　2 宋 美玄／監修 汐文社 495/ｼﾞ/2

6年1組黒魔女さんが通る!!　10　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/10

　＊　絵本　＊

春がきたよ、ムーミントロール　　（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/ﾊ/

ぱかぱかももんちゃん　　（ももんちゃんあそぼう） とよた かずひこ／さく・え 童心社 E/ﾊﾟ/

みならいうさぎのイースターエッグ エイドリアン・アダムズ／作・絵 徳間書店 E/ﾐ/

ようこそ!ここはみんなのがっこうだよ アレクザーンドラ・ペンフォールド／作 鈴木出版 E/ﾖ/


