
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（1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　＊

非正規雇用職員セミナー「図書館で働く女性非正規雇用職員」講演録　　（JLA Booklet） 日本図書館協会非正規雇用職員に関する委員会／編 日本図書館協会 013.1/ﾆ/

まちよみ・またよみ　　（岩崎書店の子育てシリーズ） 内田 早苗／著 岩崎書店 019.5/ｳ/

ジャーナリストたち 前田 朗／インタヴュアー 三一書房 070.1/ｱ/

　＊　１００  哲学　＊

私はすべて自分で決める。 チェ フン／著 ダイヤモンド社 159/ﾁ/

　＊　２００  歴史　＊

大杉栄と伊藤野枝 示車 右甫／編 花乱社 289.1/ｵ/

「ナパーム弾の少女」五〇年の物語 藤 えりか／著 講談社 289.2/ﾌ/

ドロシー・ホジキン女性ノーベル賞科学者の人生 ジョージナ・フェリー／著 アトラス出版(制作) 289.3/ﾎ/

　＊　３００  社会科学　＊

それを、真の名で呼ぶならば レベッカ・ソルニット／[著] 岩波書店 302.5/ｿ/

人権の世界史　　（ミネルヴァ世界史<翻訳>ライブラリー） ピーター・N.スターンズ／著 ミネルヴァ書房 316.1/ｽ/

アメリカ黒人女性史　　（再解釈のアメリカ史） ダイナ・レイミー・ベリー／著 勁草書房 316.8/ﾍﾞ/

よくわかる開発学　　（やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ） 大森 佐和／編著 ミネルヴァ書房 333.8/ｵ/

移民大国化する韓国 春木 育美／著 明石書店 334.4/ﾊ/

フォビアがいっぱい 高山 陽子／編 春風社 361.5/ﾀ/

アニメ映画から学ぶ生き方のヒント 安齋 徹／著 樹村房 366.3/ｱ/

女性のキャリアとビューティケア 乙部 由子／著 ミネルヴァ書房 366.3/ｵ/

分析フェミニズム基本論文集 サリー・ハスランガー／[著] 慶應義塾大学出版会 367.1/ﾌﾞ/

ピンクとブルーに分けない育児 カイル・マイヤーズ／著 明石書店 367.1/ﾏ/

ウィメン・ウォリアーズ パメラ・トーラー／著 花束書房 367.2/ﾄ/

タフラブ 信田 さよ子／著 dZERO 367.3/ﾉ/

デュアルキャリア・カップル ジェニファー・ペトリリエリ／著 英治出版 367.3/ﾍﾟ/

LGBTQの暮らしを守る法律ハンドブック 康 純香／著 せせらぎ出版 367.9/ｺ/

マイノリティ支援の葛藤 呉 永鎬／編著 明石書店 369/ｵ/

実践包括的性教育 樋上 典子／著 エイデル研究所 375.4/ｼﾞ/

差別のない社会をつくるインクルーシブ教育 野口 晃菜／編著 学事出版 378/ﾉ/

アイスランド 海の女の人類学 マーガレット・ウィルソン／著 青土社 384.3/ｳ/

　＊　４００  自然科学　＊



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

フェミニスト看護宣言 中木 高夫／著 看護の科学新社 492.9/ﾅ/

ぼくたちが知っておきたい生理のこと 博多 大吉／著 辰巳出版 495.1/ﾊ/

私の半分はどこから来たのか 大野 和基／著 朝日新聞出版 495.4/ｵ/

「女の痛み」はなぜ無視されるのか? アヌシェイ・フセイン／著 晶文社 498/ﾌ/

　＊　６００  産業　＊

狩女のすすめ ジビエふじこ／著 緑書房 659/ｼﾞ/

ファーストペンギン 坪内 知佳／著 講談社 660.6/ﾂ/

テレビ番組制作会社のリアリティ 林 香里／編 大月書店 699.3/ﾊ/

　＊　７００  芸術　＊

キッチンからカーネギー・ホールへ マリア・ノリエガ・ラクウォル／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 762.5/ﾗ/

うたに刻まれたハンセン病隔離の歴史　　（岩波ブックレット） 沢 知恵／著 岩波書店 767.6/ｻ/B

アイドル・スタディーズ 田島 悠来／編 明石書店 767.8/ﾀ/

韓国女性映画 夏目 深雪／編 河出書房新社 778.2/ﾅ/

姫とホモソーシャル 鷲谷 花／著 青土社 778/ﾜ/

まるごとバナナが、食べきれない 大久保 佳代子／著 集英社 779.1/ｵ/

女子サッカー140年史 スザンヌ・ラック／著 白水社 783.4/ﾗ/

夜明けまえ、山の影で シルヴィア・ヴァスケス=ラヴァド／著 双葉社 786.1/ｳﾞ/

　＊　９００  文学　＊

「父の支配」を乗り越えた時 沖藤 典子／著 現代書館 910.2/ｵ/

<パンデミック>とフェミニズム 新・フェミニズム批評の会／編 翰林書房 910.2/ｼ/

プロレタリア文学とジェンダー 飯田 祐子／編著 青弓社 910.2/ﾌﾟ/

ジャーナリスト与謝野晶子 松村 由利子／著 短歌研究社 911.1/ﾏ/

童謡詩人金子みすゞの生涯 矢崎　節夫／著 ＪＵＬＡ出版局 911.5/ﾔ/

布団の中から蜂起せよ 高島 鈴／著 人文書院 914.6/ﾀ/

東京あたふた族 益田 ミリ／著 ミシマ社 914.6/ﾏ/

とりあえずお湯わかせ 柚木 麻子／著 NHK出版 914.6/ﾕ/

ウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記 ズラータ・イヴァシコワ／文・絵 世界文化ブックス 916/ｲ/

子宮 盛 可以／著 河出書房新社 923.7/ｾ/

わたしのペンは鳥の翼 古屋 美登里／訳 小学館 929.9/ﾌ/

　＊　Ｆ  小説　＊

世はすべて美しい織物 成田 名璃子／著 新潮社 F/ﾅ/

最後のひと 松井 久子／著 中央公論新社 F/ﾏ/

耳の叔母 村田 喜代子／著 書肆侃侃房 F/ﾑ/

すべてのことはメッセージ 小説ユーミン 山内 マリコ／著 マガジンハウス F/ﾔ/

赤とんぼの母 横家 伸一／著 文芸社 F/ﾖ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

アスリート盗撮　　（ちくま新書） 共同通信運動部／編 筑摩書房 G368.6/ｷ/

男子厨房に入るべし　　（ワニブックス|PLUS|新書） 南 清貴／著 ワニ・プラス G596/ﾐ/

青ひげの卵　　（ちくま文庫） マーガレット・アトウッド／著 筑摩書房 G933.7/ｱ/

シンプルな情熱　　（ハヤカワepi文庫） アニー・エルノー／著 早川書房 G953.7/ｴ/

甘いお菓子は食べません　　（新潮文庫） 田中 兆子／著 新潮社 GF/ﾀ/

　＊　児童書　＊

6年1組黒魔女さんが通る!!　18　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/18

考えたことなかった 魚住 直子／著 偕成社 913/ｳ/

うまのこと　　（飛ぶ教室の本） 少年アヤ／著 光村図書出版 913/ｼ/

　＊　絵本　＊

にゃっ! クレール・ガラロン／絵と文 アジュマブックス E/ﾆ/

ノラネコぐんだんうみのたび　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 E/ﾉ/

パパはどこ? クレール・ガラロン／絵と文 アジュマブックス E/ﾊﾟ/

マリー・キュリー デミ／作 光村教育図書 E/ﾏ/


