
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（2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　＊

闘う図書館　　（筑摩選書） 豊田 恭子／著 筑摩書房 010.2/ﾄ/

図書館魔女の蔵書票 大島 真理／著 郵研社 019.9/ｵ/

ライター入門、校正入門、ずっと入門。 中嶋 泰／著 扶桑社 021/ﾗ/

　＊　１００  哲学　＊

今と未来がわかる色彩心理　　（ビジュアル図鑑） 南 涼子／著 ナツメ社 141.2/ﾐ/

あなたがたに話す私はモンスター ポール・B.プレシアド／[著] 法政大学出版局 146.1/ﾌﾟ/

女性のこころの臨床を学ぶ・語る 笠井 さつき／編著 金剛出版 146/ｼﾞ/

成熟とともに限りある時を生きる ドミニック・ローホー／著 講談社 159/ﾛ/

　＊　２００  歴史　＊

女たちのレボリューション ジュディ・コックス／著 作品社 238/ｺ/

奇跡の対話 宇梶 静江／著 藤原書店 289.1/ｳ/

私のことはわたしが決める 竹内 尚代／著 社会評論社 289.1/ﾀ/

清子、満洲への花嫁 逸見 三南子／著 文芸社 289.1/ﾍ/

　＊　３００  社会科学　＊

女奴隷たちの反乱 レベッカ・ホール／作 花伝社 316.8/ﾎ/

人新世の脅威と人間の安全保障 国連開発計画／著・訳 日経BP 319.8/ｺ/

広島爆心都市からあいだの都市へ 高雄 きくえ／編 インパクト出版会 319.8/ﾀ/

ボーダー 佐々 涼子／著 集英社インターナショナル 329.9/ｻ/

しなきゃ、なんてない。 LIFULL／さく LIFULL 360/ﾗ/

孤独と居場所の社会学　　（未来のわたしにタネをまこう） 阿比留 久美／著 大和書房 361.6/ｱ/

新しい労働世界とジェンダー平等　　（深読みNow） 浅倉 むつ子／著 かもがわ出版 366.3/ｱ/

エトセトラ　VOL.8(2022FALL/WINTER) エトセトラブックス 367.1/ｴ/8

やわらかいフェミニズム 河野 貴代美／編著 三一書房 367.1/ｶ/

フェミニスト・シティ レスリー・カーン／著 晶文社 367.1/ｶ/

魔女 モナ・ショレ／著 国書刊行会 367.1/ｼ/

女性の暮らしと生活意識データ集　2023 三冬社 367.1/ｼﾞ/23

シモーヌ　VOL.7 シモーヌ編集部／編 現代書館 367.1/ｼ/7

ジェンダーがよくわかる本　　（図解ポケット） 瀬地山 角／著 秀和システム 367.1/ｾ/

フェミニズムとレジリエンスの政治 アンジェラ・マクロビー／著 青土社 367.1/ﾏ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

SNSフェミニズム 井口 裕紀子／著 人文書院 367.2/ｲ/

ママにはならないことにしました チェ ジウン／著 晶文社 367.2/ﾁ/

女を待つバリア 西田 淑子／著 現代書館 367.2/ﾆ/

娘が理解できません 岩井 俊憲／著 小学館クリエイティブ 367.3/ｲ/

男性危機? 伊藤 公雄／著 晃洋書房 367.5/ﾀﾞ/

哀しくも愛おしい「40代おじさん」のリアル 前沢 裕文／著 日経BP 367.5/ﾏ/

親子は生きづらい 勝又 栄政／著 金剛出版 367.9/ｶ/

セクシュアリティの人口学　　（人口学ライブラリー） 小島 宏／編著 原書房 367.9/ｺ/

「地方」と性的マイノリティ 杉浦 郁子／著 青弓社 367.9/ｽ/

トランスジェンダー問題 ショーン・フェイ／著 明石書店 367.9/ﾌ/

おうち性教育はじめます　思春期と家族編　　（MF comic essay） フクチ マミ／著 KADOKAWA 367.9/ﾌ/

クロコダイル トマ・マチュー／作 かもがわ出版 367.9/ﾏ/

14歳から考えたいセクシュアリティ ヴェロニク・モティエ／著 すばる舎 367.9/ﾓ/

占領期の性暴力 芝田 英昭／著 新日本出版社 368.4/ｼ/

このからだが平和をつくる 安積 遊歩／著 大月書店 369.2/ｱ/

希望ではなく欲望　　（K-BOOK PASS） キム ウォニョン／著 クオン 369.2/ｷ/

シンママのはじめて育児は自閉症の子でした まる／著 KADOKAWA 378/ﾏ/

戦時下女学生の軍事教練　　（越境する近代） 佐々木 陽子／著 青弓社 390.7/ｻ/

桜華 武田 頼政／著 文藝春秋 392.1/ﾀ/

　＊　４００  自然科学　＊

気候変動と環境危機 グレタ・トゥーンベリ／編著 河出書房新社 451.8/ﾄ/

遺伝学者、レイシストに反論する アダム・ラザフォード／著 フィルムアート社 469.6/ﾗ/

知りたいフェムテックの進歩 林 謙治／編著 ロギカ書房 495/ﾊ/

ウェルビーイング向上のための女性健康支援とフェムテック 米川 瑞穂／編著 日経BP 498.8/ﾖ/

　＊　５００  技術　＊

私の生活改善運動 安達 茉莉子／著 三輪舎 590.4/ｱ/

志麻さんのベストおかず　料理のきほん編 タサン志麻／著 扶桑社 596/ﾀ/

80歳のスパイス屋さんが伝えたい人生で大切なこと 吉山 武子／著 KADOKAWA 596/ﾖ/

家族は他人、じゃあどうする? 竹端 寛／著 現代書館 599/ﾀ/

育休夫婦の幸せシフト制育児　　（はちみつコミックエッセイ） 芳田 みかん／著 オーバーラップ 599/ﾖ/

　＊　７００  芸術　＊

北九州文化　第40号 北九州文化連盟 705/ｷ/40

女はいつまで女ですか? 上野 りゅうじん／著 KADOKAWA 726.1/ｳ/

大邱の夜、ソウルの夜　　（Korocolor's GraphicNovel with Basue） ソン アラム／作 ころから 726.1/ｿ/

THIS ONE SUMMER マリコ・タマキ／作 岩波書店 726.1/ﾀ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

今朝もあの子の夢を見た 野原 広子／著 集英社 726.1/ﾉ/

逆引き配色アイデアBOOK アトオシとデザイン／監修 三才ブックス 757.3/ｷﾞ/

アイドルについて葛藤しながら考えてみた 香月 孝史／編著 青弓社 767.8/ｱ/

ホントのコイズミさん 小泉 今日子／編著 303 BOOKS 767.8/ｺ/

踊る菩薩 小倉 孝保／著 講談社 779.1/ｲ/

　＊　９００  文学　＊

おつかれ、今日の私。 ジェーン・スー／著 マガジンハウス 914.6/ｼﾞ/

非所有の所有 森崎 和江／著 月曜社 914.6/ﾓ/

食べるの怖いな シオリーヌ／原案 ハガツサ 916/ｷ/

良妻の掟 カーマ・ブラウン／著 集英社 933.7/ﾌﾞ/

フロベールと<ジェンダー> ジャンヌ・ベム／著 水声社 950.2/ﾍﾞ/

純粋な人間たち モハメド・ムブガル=サール／著 英治出版 953.7/ﾑ/

　＊　Ｆ  小説　＊

祝宴 温 又柔／著 新潮社 F/ｵ/

鎌倉駅徒歩8分、空室あり 越智 月子／著 幻冬舎 F/ｵ/

永遠年軽 温 又柔／著 講談社 F/ｵ/

彼女たちのいる風景 水野 梓／著 講談社 F/ﾐ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

スウェーデンのフェアと幸福　　（早稲田新書） 福島 淑彦／著 早稲田大学出版部 G302.3/ﾌ/

武器としての国際人権　　（集英社新書） 藤田 早苗／著 集英社 G329.2/ﾌ/

私たちが声を上げるとき　　（集英社新書） 和泉 真澄／著 集英社 G367.2/ﾜ/

男がつらい!　　（ワニブックス|PLUS|新書） 杉田 俊介／著 ワニブックス G367.5/ｽ/

ゲノムの子　　（集英社新書） 石原 理／著 集英社 G495.4/ｲ/

ジェンダーレスの日本史　　（中公新書ラクレ） 大塚 ひかり／著 中央公論新社 G910.2/ｵ/

まっくら　　（岩波文庫） 森崎 和江／著 岩波書店 G916/ﾓ/

　＊　児童書　＊

超特大なぞなぞウルトラ大冒険3515問! 平目 きらり／作 西東社 031/ﾋ/

はたらく細胞Lady 10代女性が知っておきたい「性」の新知識　　（KCDX） 及川 夕子／著 講談社 367/ｵ/Z

かいけつゾロリのおやじギャグ&なぞなぞ大じてん 原 ゆたか／原作 ポプラ社 807/ﾊ/

　＊　絵本　＊

サンタクロースになりたいの ひろた まお／さく サンタクロース出版舎 E/ｻ/

性の絵本 たきれい／作 KADOKAWA E/ｾ/

だがし屋のおっちゃんはおばちゃんなのか? 多屋 光孫／作 汐文社 E/ﾀﾞ/

わたしは反対! デビー・リヴィ／文 子どもの未来社 E/ﾜ/


