
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（6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　＊

勉強の哲学 千葉 雅也／著 文藝春秋 002/ﾁ/

坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわかる本 坂本 真樹／著 オーム社 007.1/ｻ/

子どもに歯ごたえのある本を 石井 桃子／著 河出書房新社 019.5/ｲ/

レイアウトデザイン見本帳 関口 裕／共著 エムディエヌコーポレーション 021.4/ﾚ/

　＊　１００  哲学　＊

こころと人生 中島 俊介／編 ナカニシヤ出版 143/ﾅ/

こころの匙加減 高橋 幸枝／著 飛鳥新社 159/ﾀ/

「だから女は」と言わせない最強の仕事術 朝倉 千恵子／著 こう書房 159.4/ｱ/

入社3年塾 赤羽 雄二／著 三笠書房 159.4/ｱ/

なりたい自分になれる働き方 小出 真由美／著 扶桑社 159.4/ｺ/

女子の働き方 永田 潤子／著 文響社 159.4/ﾅ/

賢い女性の7つの選択 本田 健／著 きずな出版 159.4/ﾎ/

ヒロインの旅 モーリーン・マードック／著 フィルムアート社 159.6/ﾏ/

「ガラスの天井」が破れる瞬間(とき) シャロン・レクター／著 きこ書房 159.6/ﾚ/

　＊　２００  歴史　＊

新修・北九州市史　市政編 新修・北九州市史編纂会議／編集 北九州市 219.1/ｷ/

新修・北九州市史　経済編 新修・北九州市史編纂会議／編集 北九州市 219.1/ｷ/

新修・北九州市史写真集 北九州市／編集 北九州市 219.1/ｷ/

おふみさんに続け!女性哲学者のフロンティア 浅見 洋／著 ポラーノ出版 289.1/ﾀ/

人生を動かす仕事の楽しみ方 新津 春子／著 大和書房 289.1/ﾆ/

インターネットで死ぬということ 北条 かや／著 イースト・プレス 289.1/ﾎ/

信念の女(ひと)、ルシア・トポランスキー 佐藤 美由紀／著 双葉社 289.3/ｻ/

軽井沢　'18　　（まっぷるマガジン 甲信越） 昭文社 291.5/ｶ/18

松江・出雲 石見銀山　'18　　（まっぷるマガジン 中国） 昭文社 291.7/ﾏ/18

とっても新しい糸島案内　　（ウォーカームック） KADOKAWA 291.9/ﾄ/

福岡県道路地図　　（県別マップル） 昭文社 291.9/ﾌ/

九州の魅力的なキャンプ場 南 英作／共著 九州人 291.9/ﾐ/



　＊　３００  社会科学　＊

<ポスト・トゥルース>アメリカの誕生 池田 純一／著 青土社 314.8/ｲ/

プライバシーなんていらない!? ダニエル・J.ソロブ／著 勁草書房 316.1/ｿ/

感じる経済学 加谷 珪一／著 SBクリエイティブ 330.4/ｶ/

N女の研究 中村 安希／著 フィルムアート社 335.8/ﾅ/

やわらかロジカルな話し方 富樫 佳織／[著] クロスメディア・パブリッシング 336.4/ﾄ/

「コミュ力」アップ実践講座 下平 久美子／著 オレンジページ 361.4/ｼ/

一緒にいてもスマホ シェリー・タークル／著 青土社 361.4/ﾀ/

地域連携による女性活躍推進の実践 国立女性教育会館／編 悠光堂 366.1/ｺ/

雇用と結婚・出産・子育て支援の経済学 足立 泰美／著 大阪大学出版会 366.3/ｱ/

おさえておきたいパワハラ裁判例85 君嶋 護男／著 労働調査会 366.3/ｷ/

女性労働研究　第61号 女性労働問題研究会／編 女性労働問題研究会 366.3/ｼﾞ/17

女性と労働 日本弁護士連合会第58回人権擁護大会シンポジウム第1分科会実行委員会／編著 旬報社 366.3/ﾆ/

電通事件 北 健一／著 旬報社 366.9/ｷ/

男も女もみんなフェミニストでなきゃ チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ／著 河出書房新社 367.1/ｱ/

はじめてのジェンダー論　　（有斐閣ストゥディア） 加藤 秀一／著 有斐閣 367.1/ｶ/

ジェンダーとわたし 笹川 あゆみ／編著 北樹出版 367.1/ｻ/

個人的なことと政治的なこと 井川 ちとせ／編著 彩流社 367.2/ｲ/

ブルマーの謎 山本 雄二／著 青弓社 367.2/ﾔ/

少子化社会と妊娠・出産・子育て 由井 秀樹／編著 北樹出版 367.2/ﾕ/

『ワーママ』5年目に読む本 パワーママプロジェクト／編 光文社 379.9/ﾊﾟ/

多文化理解のためのアメリカ文化入門 ウェルズ恵子／著 丸善出版 382.5/ｳ/

京料理の文化史 上田 純一／編 思文閣出版 383.8/ｳ/

日本を守る!女性自衛官すっぴん物語 ちーぱか／著 扶桑社 392.1/ﾁ/

　＊　４００  自然科学　＊

レンズを通して 高円宮妃久子／写真・文 中央公論新社 488/ﾀ/

トランスジェンダーの心理学 佐々木 掌子／著 晃洋書房 493.7/ｻ/

精神科ナースになったわけ　　（コミックエッセイの森） 水谷 緑／著 イースト・プレス 498.1/ﾐ/

コーネンキなんてこわくない 横森 理香／著 集英社 498.3/ﾖ/

　＊　５００  技術　＊

アラフォー女性のスタメンアイテム、見つけた! 進藤 やす子／著 KADOKAWA 589.2/ｼ/

50代からのおしゃれバイブル 西山 栄子／著 講談社 589.2/ﾆ/

MY FASHION BOOK　　（FASHION STYLING BOOK） 日比 理子／著 大和書房 589.2/ﾋ/

3人子持ち働く母の「追われない家事」 尾崎 友吏子／著 KADOKAWA 590/ｵ/

「主婦」を楽しむもの選び　　（正しく暮らすシリーズ） ショコラサマンサ／著 ワニブックス 590/ｼ/



lovelyzakkaのプチプラグッズでおしゃれに暮らすもの選び　　（FUSOSHA MOOK） 瀧本 真奈美／著 扶桑社 590/ﾀ/

家事の断捨離 やました ひでこ／著 大和書房 590/ﾔ/

丸林さんちのヴィンテージスタイルな家具と庭づくり 丸林さんち／著 エクスナレッジ 592.7/ﾏ/

毎日、きもの　　（講談社の実用BOOK） 河村 公美／著 講談社 593.8/ｶ/

羊毛フェルトで作るマスコットみたいなどうぶつまめぐち いとう のりこ／著 文化学園文化出版局 594.9/ｲ/

人生が変わる、読むやせぐせ 沢田 大作／著 主婦の友社 595.6/ｻ/

ストウブで無水調理 大橋 由香／著 誠文堂新光社 596/ｵ/

おうちごはん300　　（エイムック 暮らし上手archive） エイ出版社 596/ｵ/

あてなよる大原千鶴の簡単・絶品おつまみ帖 大原 千鶴／料理 NHK出版 596/ｵ/

栗原心平のとっておき「パパごはん」　　（講談社のお料理BOOK） 栗原 心平／著 講談社 596/ｸ/

かんたん冷凍作りおき 倉橋 利江／著 新星出版社 596/ｸ/

男子ごはんの本　その9 国分 太一／著 MCO 596/ｺ/9

甘酒で作る?のおいしいおかず&スイーツ 小紺 有花／著 河出書房新社 596/ｺ/

旅に出たナツメヤシ 長坂 道子／著 KADOKAWA 596/ﾅ/

人気料理家の自家製レシピ ブリア=サヴァラン／著 KADOKAWA 596/ﾆ/

美味礼讃 尾崎 友吏子／著 新潮社 596/ﾌﾞ/

昔ながらの常備菜 松本 忠子／著 主婦の友社 596/ﾏ/

明日、何を作ろう 松浦 弥太郎／著 KADOKAWA 596/ﾏ/

やっぱりスゴイ!韓国おうちごはん ジョン キョンファ／著 講談社 596.2/ｼﾞ/

型は牛乳パック!ホットケーキミックスでデコクッキー　　（エイムック ei cooking） 山崎 和代／[著] エイ出版社 596.6/ﾔ/

部屋をかっこよく片づける本　　（学研インテリアムック） 学研プラス 597.5/ﾍ/

新米おとうちゃんと小さな怪獣 あおむろ ひろゆき／著 ベストセラーズ 599/ｱ/

　＊　６００  産業　＊

桜でいやされるための図鑑 大貫 信彦／著 誠文堂新光社 627.7/ｵ/

　＊　７００  芸術　＊

長屋王残照記　第１巻 里中　満智子/著 講談社 726.1/ｻ/1

女帝の手記　1　　（ＫＣＤＸ） 里中　満智子/著 講談社 726.1/ｻ/1

長屋王残照記　第２巻 里中　満智子/著 講談社 726.1/ｻ/2

女帝の手記　2　　（ＫＣＤＸ） 里中　満智子/著 講談社 726.1/ｻ/2

長屋王残照記　第３巻 里中　満智子/著 講談社 726.1/ｻ/3

女帝の手記　3　　（ＫＣＤＸ） 里中　満智子/著 講談社 726.1/ｻ/3

女帝の手記　4　　（ＫＣＤＸ） 里中　満智子/著 講談社 726.1/ｻ/4

女帝の手記　5　　（ＫＣＤＸ） 里中　満智子/著 講談社 726.1/ｻ/5

アメリカ マイノリティの輝き 鎌田 遵／著 論創社 748/ｶ/

沖ノ島 藤原 新也／著 小学館 748/ﾌ/



明治工芸入門 村田 理如／著 古美術宝満堂 750.2/ﾑ/

まるごと本棚の本 センドポインツ・パブリッシング／編 グラフィック社 758/ｾ/

8人の女 マガジンハウス・アーカイブス／編 マガジンハウス 778.2/ﾏ/

スー女のみかた 和田 靜香／文・イラスト シンコーミュージック・エンタテイメント 788.1/ﾜ/

　＊　８００  言語　＊

マジ文章書けないんだけど 前田 安正／著 大和書房 816/ﾏ/

文章が一瞬でロジカルになる接続詞の使い方 吉岡 友治／著 草思社 816/ﾖ/

海外ドラマはたった350の単語でできている Cozy／著 西東社 837.8/ｺ/

　＊　９００  文学　＊

読んで楽しむ百人一首 吉海 直人／著 KADOKAWA 911.1/ﾖ/

宇治の結び　上 [紫式部／著] 理論社 913.3/ﾑ/1

宇治の結び　下 [紫式部／著] 理論社 913.3/ﾑ/2

ひとり上手 岸本 葉子／著 海竜社 914.6/ｷ/

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原 理恵子／著 KADOKAWA 914.6/ｻ/

まぬけなこよみ 津村 記久子／著 平凡社 914.6/ﾂ/

あのころ、早稲田で 中野 翠／著 文藝春秋 914.6/ﾅ/

そもそも 西 きょうじ／著 新潮社 914.6/ﾆ/

今日の人生 益田 ミリ／著 ミシマ社 914.6/ﾏ/

誓います ダン・サヴェージ／[著] みすず書房 936/ｻ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

「考える人」は本を読む　　（角川新書） 藤代 裕之／著 KADOKAWA G019.9/ｺ/

くまのプーさん心が変わる「論語」　　（角川文庫） [孔子／著] KADOKAWA G123.8/ｺ/

ルポ ネットリンチで人生を壊された人たち　　（光文社新書） ジョン・ロンソン／著 光文社 G361.4/ﾛ/

父親ができる最高の子育て　　（ポプラ新書） 朝日文庫編集部／編 ポプラ社 G379.9/ﾀ/

AV出演を強要された彼女たち　　（ちくま新書） 宮本 節子／著 筑摩書房 G778/ﾐ/

俳句の図書室　　（角川文庫） 堀本 裕樹／[著] KADOKAWA G911.3/ﾎ/

国ゆたかにして義を忘れ　　（河出文庫） 井上 ひさし／著 河出書房新社 G914.6/ｲ/

きみは赤ちゃん　　（文春文庫） 川上 未映子／著 文藝春秋 G916/ｶ/

　＊　Ｆ  小説　＊

ホライズン 小島 慶子／著 文藝春秋 F/ｺ/

家出ファミリー 田村 真菜／著 晶文社 F/ﾀ/

かがみの孤城 辻村 深月／著 ポプラ社 F/ﾂ/

西の魔女が死んだ　　（梨木香歩作品集） 梨木 香歩／[著] 新潮社 F/ﾅ/

劇場 又吉 直樹／著 新潮社 F/ﾏ/

桜風堂ものがたり 村山 早紀／著 PHP研究所 F/ﾑ/



BUTTER 柚木 麻子／[著] 新潮社 F/ﾕ/

　＊　児童書　＊

はじめての哲学的思考　　（ちくまプリマー新書） 苫野 一徳／著 筑摩書房 104/ﾄ/Z

10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方 水島 広子／著 紀伊國屋書店 146/ﾐ/Z

円周率の謎を追う 鳴海 風／作 くもん出版 289/ｾ/

わたしらしく、LGBTQ　1 ロバート・ロディ／著 大月書店 367/ﾛ/1

わたしらしく、LGBTQ　4 ロバート・ロディ／著 大月書店 367/ﾛ/4

いじめのある世界に生きる君たちへ 中井 久夫／著 中央公論新社 371/ﾅ/Z

親子で学ぶ!統計学はじめて図鑑 渡辺 美智子／監修 日本図書センター 417/ｵ/

ジャングルのサバイバル　1　　（かがくるBOOK 大長編サバイバルシリーズ） 洪 在徹／文 朝日新聞出版 786/ﾎ/1

ジャングルのサバイバル　2　　（かがくるBOOK 大長編サバイバルシリーズ） 洪 在徹／文 朝日新聞出版 786/ﾎ/2

はじめてのプログラミング　　（学研まんが入門シリーズ） たき りょうこ／まんが 学研プラス 798/ﾊ/

チキン!　　（文研じゅべにーる） いとう みく／作 文研出版 913/ｲ/

5分後に涙のラスト　　（5分シリーズ） エブリスタ／編 河出書房新社 913/ｴ/Z

5分後に戦慄のラスト　　（5分シリーズ） エブリスタ／編 河出書房新社 913/ｴ/Z

5分後に驚愕のどんでん返し　　（5分シリーズ） エブリスタ／編 河出書房新社 913/ｴ/Z

くろねこのどん 岡野 かおる子／作 理論社 913/ｵ/

なにがあってもずっといっしょ くさの たき／作 金の星社 913/ｸ/

空にむかってともだち宣言 茂木 ちあき／作 国土社 913/ﾓ/

ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト／著 あすなろ書房 933/ｱ/

霧のなかの白い犬 アン・ブース／著 あかね書房 933/ﾌﾞ/

　＊  絵本　＊

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス／作 BL出版 E/ｱ/

たんぽぽのおかあさん こんの ひとみ／作 金の星社 E/ﾀ/

ねがえりごろん　　（講談社の幼児えほん） 斉藤 洋／さく 講談社 E/ﾈ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ノラネコぐんだん あいうえお　　（コドモエのえほん） 工藤 ノリコ／著 白泉社 E/ﾉ/

はいはいあかちゃん　　（講談社の幼児えほん） 斉藤 洋／さく 講談社 E/ﾊ/ﾍﾞﾋﾞｰ

ばあばは、だいじょうぶ　　（絵本・ちいさななかまたち） 楠 章子／作 童心社 E/ﾊﾞ/

干したから…　　（ふしぎびっくり写真えほん） 森枝 卓士／写真・文 フレーベル館 E/ﾎ/


