
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

　＊　１００  哲学　＊

知っておくべき産後の妻のこと 東野 純彦／著 幻冬舎メディアコンサルティング 143.5/ﾄ/

別れに苦しむ、あなたへ。 Tomy／著 CCCメディアハウス 146.8/ﾄ/

恋愛白書 てんちむ／著 KADOKAWA 152.1/ﾃ/

働き方改革で伸びる女性つぶれる女性 東谷 由香／著 日経BP日本経済新聞出版本部 159.4/ﾋ/

好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけ♡ 宮本 佳実／著 廣済堂出版 159.4/ﾐ/

「私、ちゃんとしなきゃ」から卒業する本 小田桐 あさぎ／著 WAVE出版 159.6/ｵ/

　＊　２００  歴史　＊

母の教え　7 『財界』編集部／著 財界研究所 281/ｻﾞ/7

明治を生きた男装の女医 田中 ひかる／著 中央公論新社 289.1/ﾀ/

マインドトーク みたらし 加奈／著 ハガツサブックス 289.1/ﾐ/

世界244の国と地域　2021ー2022年版　　（地球の歩き方BOOKS） 『地球の歩き方』編集室／著 ダイヤモンド・ビッグ社 290/ﾁ/

　＊　３００  社会科学　＊

働き方改革と自治体職員 黒田 兼一／編著 自治体研究社 318.3/ｸ/

離婚後の子どもをどう守るか 梶村 太市／編著 日本評論社 324.6/ｶ/

発想の転換で読み解く働く女性のやる気スイッチ 世永 亜実／著 翔泳社 336.4/ﾖ/

Chatwork or Slackビジネスチャット+Zoomビデオ会議で今日から始めるテレワーク!! 小宮 紳一／監修 秀和システム 336.5/ﾁ/

一瞬で心をつかむ!聞く力 菊原 智明／著 学研プラス 361.4/ｷ/

20歳のキャリア術 澤田 裕美／著 樹村房 366.3/ｻ/

パワハラとメンタルヘルス対策の法律知識　　（DAILY法学選書） デイリー法学選書編修委員会／編 三省堂 366.3/ﾃﾞ/

マンガで解決!セクシュアルハラスメント　企業コンプライアンス編2　　（Futabasha Culture Comic Series） 弁護士ドットコム／監修 双葉社 366.3/ﾏ/2

フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど 高橋 幸／著 晃洋書房 367.1/ﾀ/

さよなら、俺たち 清田 隆之／著 スタンド・ブックス 367.2/ｷ/

目に見えない傷 レイチェル・ルイーズ・スナイダー／[著] みすず書房 367.2/ｽ/

デンマークの女性が輝いているわけ 澤渡夏代ブラント／著 大月書店 367.2/ﾌﾞ/

遊び・会話・家事で今こそ「家族のコミュニケーション力」アップ 司馬 理英子／著 主婦の友社 367.3/ｼ/

おやときどきこども 鳥羽 和久／著 ナナロク社 367.3/ﾄ/

まんがでわかる妻のこと 根本 裕幸／監修 カンゼン 367.3/ﾏ/

ベストパートナーを育む魔法のしつもん マツダ ミヒロ／著 WAVE出版 367.3/ﾏ/

別れてもふたりで子育て しばはし 聡子／著 マガジンランド 367.4/ｼ/

性暴力被害の実際 齋藤 梓／編著 金剛出版 368.6/ｻ/

罪を犯した女たち 藤野 京子／著 金剛出版 368.6/ﾌ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　３００  社会科学　＊

それはデートでもトキメキでもセックスでもない ロビン・ワーショウ／著 イースト・プレス 368.6/ﾜ/

赤ちゃんポストの真実 森本 修代／著 小学館 369.4/ﾓ/

中学受験生に伝えたい勉強よりも大切な100の言葉 おおた としまさ／著 小学館 376.8/ｵ/

気品のレッスン 青山 櫻／著 学研プラス 385.9/ｱ/

　＊　４００  自然科学　＊

365日のゆる養生 阪口 珠未／著 エクスナレッジ 490.9/ｻ/

死んでも女性ホルモン減らさない! 葉石 かおり／著 KADOKAWA 495.1/ﾊ/

からだとこころを整える 田中 のり子／編著 エクスナレッジ 495/ﾀ/

さびない女を作る46歳からのキレイの医学 海原 純子／著 清流出版 498.3/ｳ/

コロナと日本人　　（文春ムック） 文藝春秋 498.6/ｺ/

会社に行きたくない。さて、どうする? 和田 秀樹／[著] クロスメディア・パブリッシング 498.8/ﾜ/

　＊　５００  技術　＊

Zoom120%活用術 Zoomビジネス研究会／著 宝島社 547.4/ｽﾞ/

ひとりの時間が僕を救う パーカー／著 KADOKAWA 547.4/ﾊﾟ/

明日はもっと面白くなるかもしれないじゃない? 我妻 マリ／著 幻冬舎 589.2/ｱ/

働く母の暮らしマネジメント 主婦の友社／編 主婦の友社 590/ｼ/

本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長／著 朝日新聞出版 591/ﾘ/

パパいや、めろん 海猫沢 めろん／著 講談社 599/ｳ/

　＊　６００  産業　＊

不動産投資は自分らしく生きる道具 杉原 杏璃／著 祥伝社 673.9/ｽ/

　＊　７００  芸術　＊

傘寿まり子　12　　（KCDX BE LOVE） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/12

　＊　８００  言語　＊

ジェンダーと英語教育 石川 有香／編著 大学教育出版 830.7/ｲ/

　＊　９００  文学　＊

平安女子は、みんな必死で恋してた イザベラ・ディオニシオ／著 淡交社 910.2/ﾃﾞ/

夏井いつきの日々是「肯」日 夏井 いつき／俳句・文 清流出版 911.3/ﾅ/

またね。 木内 みどり／著 岩波書店 914.6/ｷ/

曼荼羅家族　　（VERY BOOKS） 小島 慶子／[著] 光文社 914.6/ｺ/

エレガントな終活 吉元 由美／著 大和書房 914.6/ﾖ/

仕事本 左右社編集部／編 左右社 916/ｻ/

屋上で会いましょう　　（チョン・セランの本） チョン セラン／著 亜紀書房 929.1/ﾁ/

彼女たちの部屋 レティシア・コロンバニ／著 早川書房 953.7/ｺ/

　＊　資料　＊

北九州市の図書館　令和2年　年報 北九州市立中央図書館 A275.1/ｷ/20



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　白書　＊

科学技術白書　令和2年版 文部科学省／編集 日経印刷 C33/ｶ/20

　＊　Ｆ  小説　＊

バケモンの涙 歌川 たいじ／著 光文社 F/ｳ/

家族じまい 桜木 紫乃／著 集英社 F/ｻ/

首里の馬 高山 羽根子／著 新潮社 F/ﾀ/

破局 遠野 遙／著 河出書房新社 F/ﾄ/

少年と犬 馳 星周／著 文藝春秋 F/ﾊ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

ゴールドマン・サックス流女性社員の育て方、教えます　　（中公新書ラクレ） キャシー松井／著 中央公論新社 G336.4/ﾏ/

女と文明　　（中公文庫） 梅棹 忠夫／著 中央公論新社 G367.2/ｳ/

女と男なぜわかりあえないのか　　（文春新書） 橘 玲／著 文藝春秋 G491.3/ﾀ/

　＊　児童書　＊

10代から考える生き方選び　　（岩波ジュニア新書） 竹信 三恵子／著 岩波書店 159/ﾀ/Z

未来を生きる力 SAKU株式会社／原作・FP監修 金融財政事情研究会 338/ﾐ/

赤毛証明　　（くもんの児童文学） 光丘 真理／作 くもん出版 913/ﾐ/

イーブン 村上 しいこ／作 小学館 913/ﾑ/Z

プチ・ニコラのなやみ　　（プチ・ニコラシリーズ） ゴシニ／文 世界文化社 953.7/ｺﾞ/5

　＊　絵本　＊

男の子でもできること　　（世界に生きる子どもたち） プラン・インターナショナル／文 西村書店 E/ｵ/

ぼくはむくどりのヘンリー アレクシス・ディーコン／文 カクイチ研究所 E/ﾎﾞ/

ムーミンやしきのすがたの見えないおきゃくさま　　（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/


