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書　籍　名 著　者　名 発　行　所

A 女性学・女性史 1 アジア・太平洋地域の女性政策と女性学 原ひろ子．前田瑞枝．大沢真理 新曜社

A 女性学・女性史 2 アジアの片隅から 塩沢　美代子 日本基督教団出版社

A 女性学・女性史 3 新しい女性の創造 ベティ・フリーダン 大和書房

A 女性学・女性史 5 アメリカに生きる彼女たち 片岡　義男 研究社出版

A 女性学・女性史 10 女と男の時空　Ⅰ 河野　信子 藤原書店

A 女性学・女性史 11 女と男の時空　Ⅱ 河野　信子 藤原書店

A 女性学・女性史 12 女と男の時空　Ⅲ 河野　信子 藤原書店

A 女性学・女性史 13 女と男の時空　Ⅳ 河野　信子 藤原書店

A 女性学・女性史 14 女と男の時空　Ⅴ 河野　信子 藤原書店

A 女性学・女性史 25 よくわかるジェンダー・スタディーズ 木村涼子．伊田久美子．熊安貴美江 ミネルヴァ書房

A 女性学・女性史 27 北の命を抱きしめて 北海道女性医師編纂刊行委員会 北海道女性医師編纂刊行委員会

A 女性学・女性史 33 女性解放をめぐる占領政策 上村　千賀子 勁草書房

A 女性学・女性史 34 女性学 佐藤延子．森川幸江．後藤安子．武田万里子 尚学社

A 女性学・女性史 35 女性学教育 学習ハンドブック 国立婦人教育会館 有斐閣

A 女性学・女性史 36 女性学事典 井上輝子.上野千鶴子. 江原由美子 .大沢真理.加納実紀代岩波書店

A 女性学・女性史 38 女性学への招待 井上　輝子 有斐閣

A 女性学・女性史 42 女性問題キーワード 横浜市女性協会 ドメス出版

A 女性学・女性史 47 新 世界の女たちはいま 柴山　恵美子 学陽書房

A 女性学・女性史 49 世界の女性と暴力 ﾐﾗﾝﾀﾞ･ﾃﾞ-ﾋﾞｽ 明石書店

A 女性学・女性史 51 男女共同参画政策と女性のエンパワーメント 川橋　幸子 アプレコミュニケーション

A 女性学・女性史 56 中国女性運動史１９１９－４９ 中華全国婦女連合会 論創社

A 女性学・女性史 57 纏足をほどいた女たち 夏暁虹 朝日新聞社

A 女性学・女性史 58 富山県女性史 高井　進 桂書房

A 女性学・女性史 59 日本女性史 脇田晴子．林　玲子．永原和子 吉川弘文館

A 女性学・女性史 60 日本女性史入門講座②自立する女たち 吉見　周子 同成社

A 女性学・女性史 68 「婦人保護事業」５０年 林　千代 ドメス出版

A 女性学・女性史 69 ふたつの文化のはざまから 加藤　シヅエ 不二出版

A 女性学・女性史 70 "ポスト"フェミニズム 竹村　和子 作品社

A 女性学・女性史 78 異なっていられる社会を　女性学/ジェンダー研究の視座 金井　淑子 明石書店

A 女性学・女性史 80 ジェンダーと教育 天野　正子ほか 岩波書店

A 女性学・女性史 81 女性史・ジェンダー史 天野　正子　ほか 岩波書店

A 女性学・女性史 82 女性心理学　現代（いま）を女性として生きるため 肥田　幸子　ほか 唯学書房

A 女性学・女性史 84 女たちのエンパワーメント 野々村恵子．中藤洋子 国土社

A 女性学・女性史 85 女の本屋の物語（ウィメンズブックストアものがたり） 中西　豊子 ウィメンズブックストアゆう

A 女性学・女性史 86 ジェンダーで学ぶ言語学 中村　桃子 世界思想社

A 女性学・女性史 87 女性学をつなぐ　女性学研究会アーカイブ 女性学研究会　編 新水社

A 女性学・女性史 88 女の子からの出発（ジェンダーの人間学） 長島　世津子 丸善出版

A 女性学・女性史 89 実践の中のジェンダー 小宮　友根 新曜社

A 女性学・女性史 90 母から娘へ　ジェンダーの話をしよう 権仁　淑 梨の木舎

A 女性学・女性史 91 憲法から世界を診る　人権・平和・ジェンダー 辻村　みよ子 法律文化社

A 女性学・女性史 92 女は後半からがおもしろい 上野　千鶴子 潮出版社

A 女性学・女性史 93 堂本暁子と考える医療革命 堂本暁子．天野惠子 中央法規出版

A 女性学・女性史 94 上野千鶴子に挑む 千田　有紀[編] 勁草書房

A 女性学・女性史 96 大人の女の流儀 辛　淑玉 PHP研究所

A 女性学・女性史 97 女ぎらい 上野　千鶴子 紀伊國屋書店

A 女性学・女性史 98 時代を生きた女たち 総合女性史研究会(編） 朝日新聞出版

A 女性学・女性史 99 「女縁」を生きた女たち 上野　千鶴子（編） 岩波書店

A 女性学・女性史 100 新・女性学への招待 井上　輝子 有斐閣

A 女性学・女性史 101 ジェンダーで学ぶ文化人類学 田中雅一．中谷文美 世界思想社

A 女性学・女性史 102 ジェンダー平等の種を蒔きつづけて 藤枝　澪子 グループみこし

A 女性学・女性史 109 語り継ぐ女性学 神戸女学院大学女性学インスティチュート 御茶の水書房

A 女性学・女性史 110 お茶の水女子大学特別講義　世界を変えた１０人の女性 池上　彰 文藝春秋

A 女性学・女性史 111 何を怖れる　フェミニズムを生きた女たち 松井　久子 岩波書店

分類No.
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A 女性学・女性史 112 女性学・男性学　ジェンダー論入門 伊藤公雄．樹村みのり．國信潤子 有斐閣アルマ

A 女性学・女性史 113 広岡浅子語録 菊池　秀一 宝島社

A 女性学・女性史 115 なぜ女は昇進を拒むのか　心理学が解く性差のパラドクス スーザン・ピンカー/幾島幸子・古賀祥子訳 早川書房

A 女性学・女性史 116 均等法をつくる 赤松　良子 勁草書房

A 女性学・女性史 117 女性同士の争いはなぜ起こるのか 妙木　忍 青土社

A 女性学・女性史 118 少子化時代の「良妻賢母」 S・D・ハロウェイ/高橋登・清水民子他訳 新曜社

A 女性学・女性史 119 相談の力　男女共同参画社会と相談員の仕事 須藤八千代 / 土井良多江子 明石書店

A 女性学・女性史 120 あごら　雑誌でつないだフェミニズム　第一巻 あごら九州　編 石風社

A 女性学・女性史 121 あごら　雑誌でつないだフェミニズム　第二巻 あごら九州　編 石風社

A 女性学・女性史 122 あごら　雑誌でつないだフェミニズム　第三巻 あごら九州　編 石風社

A 女性学・女性史 123 三重の女性史 三重の女性史編さん委員会
（財）三重県文化振興事業団　　三重県男女共同参

画センター「フレンテみえ」

A 女性学・女性史 124 ジェンダー平等の種を蒔きつづけて 藤枝　澪子 特定非営利活動法人グループみこし

A 女性学・女性史 125 わたしを生きる知恵 河野　貴代美 三一書房

A 女性学・女性史 126 男も女もみんなフェミニストじゃなきゃ チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ 河出書房新社

A 女性学・女性史 127 ママたちを支援する。ママたちが支援する。 NPO法人ふらっとスペース金剛 せせらぎ出版

A 女性学・女性史 128 非正規・単身・アラフォー女性　失われた世代の絶望と希望 雨宮　処凜 光文書新書

A 女性学・女性史 129 子どもを信じること 田中　茂樹 大隅書店

A 女性学・女性史 130 25パーセントの女たち：未婚、高学歴、ノンキャリアという生き方 梶原　公子 あっぷる出版

A 女性学・女性史 131 マーガレット・サッチャー　政治を変えた「鉄の女」 冨田　浩司 新潮社

A 女性学・女性史 132 未来を切り拓く　女性たちのNPO活動　日米の実践から考える 金谷千彗子／柏木宏 明石書店

A 女性学・女性史 133 82年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ 筑摩書房

A 女性学・女性史 134 女性のための相談事業ハンドブック (一財)大阪府男女共同参画推進財団 (一財)大阪府男女共同参画推進財団

A 女性学・女性史 135 女性のいない民主主義 前田　健太郎 岩波新書

A 女性学・女性史 136 この星は、私の星じゃない 田中　美津 岩波書店

A 女性学・女性史 137 天才たちの日課　女性編 メイソン・カリー フィルムアート社

A 女性学・女性史 138 おひとりさまの老後 上野　千鶴子 文春文庫

A 女性学・女性史 139 言い訳してる場合か！ 坂東　眞理子 法研

A 女性学・女性史 140 ジェンダー六法 山下秦子、辻󠄀村みよ子、朝倉むつ子、他2名 信山社

A 女性学・女性史 141 女はなぜやせようとするのか 浅野　千恵 勁草書房

A 女性学・女性史 142 ジェンダーで見るヒットドラマ 治部　れんげ 光文社

A 女性学・女性史 143 ジェンダー・ダイバーシティと教育 愛知淑徳大学ジェンダー・女性学研究所 ユニテ

B 男性学・男性論 4 男たちの世紀末読本 金子　雅臣 パンドラ

B 男性学・男性論 6 男とは何か E・バダンテール 筑摩書房

B 男性学・男性論 18 男性の「生き方」再考 中村　彰 世界思想社

B 男性学・男性論 19 わたしの男性学 中村　彰 近代文藝社

B 男性学・男性論 20 日本の男性の心理学　もう１つのジェンダー問題 柏木惠子．高橋惠子 有斐閣

B 男性学・男性論 21 定年が楽しみになる生き方 吉越　浩一郎 ワック

B 男性学・男性論 22 男の家事のすすめ 早瀬　鑛一 三水社

B 男性学・男性論 23 男子家事～料理・洗濯・掃除は、男の道楽 阿部　絢子 マガジンハウス

B 男性学・男性論 24 男がつらいよ　絶望の時代の希望の男性学 田中　俊之 KADOKAWA

B 男性学・男性論 25 定年、そして１０万時間 上鵜瀬　孝志 角川学芸出版

B 男性学・男性論 26 男が働かない、いいじゃないか！ 田中　俊之 講談社＋α新書

B 男性学・男性論 27 男子問題の時代？ 多賀　太 学文社

B 男性学・男性論 28 男性は何をどう悩むのか　男性専門窓口から見る心理と支援 濱田　智崇 ミネルヴァ書房

B 男性学・男性論 29 男はなぜこんなに苦しいのか 海原　純子 朝日新書

B 男性学・男性論 30 不自由な男たち　その生きづらさは、どこから来るのか 田中俊之×小島慶子 祥伝社新書

B 男性学・男性論 31 定年オヤジ改造計画 垣谷　美雨 祥伝社

B 男性学・男性論 32 主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村  シュフ 猿江商會

B 男性学・男性論 33 会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。青野　慶久 PHP研究所 

B 男性学・男性論 34 マンガでやさしくわかるパパの子育て 小崎　恭弘 日本能率協会マネジメントセンター

B 男性学・男性論 35 家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援：少子化対策の切り札(別冊発達) 小崎　恭弘 ミネルヴァ書房

B 男性学・男性論 36 新しいパパの教科書 NPO法人ファザーリング・ジャパン 学研プラス

B 男性学・男性論 37 パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ！ 前田　晃平 光文社
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B 男性学・男性論 38 男性育休義務化の基礎知識　男性育休の教科書 日経×woman 日経BP 

B 男性学・男性論 39 さよなら男社会 尹　雄大 亜紀書房

B 男性学・男性論 40 妻に言えない夫の本音 朝日新聞取材班 朝日新聞出版

Ｃ 労働 1 赤い自転車に乗って 山村　洋子 致知出版社

Ｃ 労働 2 嘘つき男と泣き虫女 アラン・ピーズ＆バーバラ・ピーズ 主婦の友社

Ｃ 労働 3 OLたちの＜レジスタンス＞ 小笠原　祐子 中央公論社

Ｃ 労働 12 働く女性の出産･育児 前田己治子&ｽﾀｯﾌWW 双葉社

Ｃ 労働 16 主婦からプロへ　夢を実現した女性たちの記録 青木みか．高橋ますみ 風媒社

Ｃ 労働 28 キャリア形成にNPO活動をいかした女性たち 国立女性教育会館 朝陽会

Ｃ 労働 31 ５４歳のハローワーク＋アラウンド定年の就活ハンドブック 吉川紀子．竹内康代 集英社

Ｃ 労働 32 専業主婦からかけ出し通訳へ 伊藤　ゆかり 新風舎　

Ｃ 労働 34 団塊が電車を降りる日 辻中　俊樹 東急エージェンシー

Ｃ 労働 35 チャレンジ 樋口　恵子 グラフ社

Ｃ 労働 37 転職に「成功する女」「しない女」の分かれ道 大木　節子 アストラ

Ｃ 労働 38 日米の働く母親たち 杉本貴代栄．中田照子．森田明美 ミネルヴァ書房

Ｃ 労働 39 日本型企業社会と女性労働 藤井　治枝 ミネルヴァ書房

Ｃ 労働 40 女房が宇宙を飛んだ 向井　万起男 講談社

Ｃ 労働 50 働くママは天から花束をもらう 沖藤　典子 徳間書店

Ｃ 労働 54 マザー・ストレス 上原　章江 青春出版社

Ｃ 労働 55 ルポ　正社員になりたい 小林　美希 影書房

Ｃ 労働 59 わたし色のキャリアを紡ぐ 小西　ひとみ 風林館

Ｃ 労働 60 わたし主義でいく! トコ 講談社

Ｃ 労働 61 女性の再就職力　いくつになっても今が旬 坂巻　美和子 書泉北辰堂

Ｃ 労働 62 農家女性の社会学 靍理　恵子 コモンズ

Ｃ 労働 64 夢をかたちにした女性たち 独立行政法人国立女性教育会館 朝陽会

Ｃ 労働 65 無理しない方がうまくいく！ナチュラルキャリア実践術 弓　ちひろ 朝日新聞出版

Ｃ 労働 66 私だって働きたいっ！ 小澤　佳代子 ヴィヴル

Ｃ 労働 67 大塚女子アパートメント物語　オールドミスの館にようこそ 川口　明子 教育資料出版会

Ｃ 労働 68 「婚・産・職」女の決めどき 牛窪　恵 大和書房

Ｃ 労働 69 ＜わたし＞を生きる（おんなたちの肖像） 島﨑　今日子 紀伊國屋書店

Ｃ 労働 70 すごい女子会 勝間　和代 アスコム

Ｃ 労働 71 職場流産 小林　美喜 岩波書店

Ｃ 労働 72 ワーキングカップルの人生戦略 小室　淑恵 英治出版

Ｃ 労働 73 高校の「女性」校長が少ないのはなぜか 河野銀子・村松泰子 学文社

Ｃ 労働 74 仕事と子育て男たちのワークライフバランス 中間真一．鷲尾　梓 幻冬舎ルネッサンス

Ｃ 労働 75 これからも働き続けるあなたへ　働く女性の不安を和らげる４２の処方箋 太田　彩子 大和書房

Ｃ 労働 76 子育てがプラスを生む「逆転」仕事術　産休・復帰・両立　全てが不安なあなたへ 小室　淑恵　 朝日新聞出版

Ｃ 労働 77 さあ、育休後から始めよう　働くママへの応援歌　 山口理英．新田香織 労働調査会

Ｃ 労働 78 「元・リクルート最強の母」の仕事も家庭も１００％の働き方 堂園　雅子 KADOKAWA

Ｃ 労働 79 「働く女性がしたたかにしなやかに生き抜く仕事術」 下澤　純子 合同フォレスト

Ｃ 労働 80 ビジネスゲーム　誰も教えてくれなかった女性の働き方 福沢　恵子 光文社知恵の森文庫

Ｃ 労働 81 「ソーシャル・ウーマン　社会に貢献できる人になる」 坂東　真理子 ブックエンド

Ｃ 労働 82 現場女子 遠藤　功 日本経済新聞出版社

Ｃ 労働 83 ホワイト企業　女性が本当に安心して働ける会社　経済産業省監修 坂本里和 文藝春秋

Ｃ 労働 84 6時に帰るチーム術　なぜあの部門は残業なしで好成績なのか？ 小室　淑恵　 日本能率協会マネジメントセンター

Ｃ 労働 85 なぜ女性が活躍する企業は強いのか 麓幸子 日経BPヒット総合研究編

Ｃ 労働 86 女性が部下をもったら読む本 蓮尾　登美子 同文館出版

Ｃ 労働 87 働く女性！　リーダーになったら読む本 太田　彩子 日本能率協会マネジメントセンター

Ｃ 労働 88 LEAN IN　女性・仕事・リーダーへの意欲 シェリル・サンドバーグ 日本経済新聞出版社

Ｃ 労働 89 新しいパパの働き方 ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン 学研教育出版

Ｃ 労働 90 明日を支配するもの　 ２１世紀のマネジメント革命 ピーター・ファーディナンド・ドラッカー ダイヤモンド社

Ｃ 労働 91 女性のためのリーダーシップ術 猪俣　恭子 幻冬舎

Ｃ 労働 93 自分のために生きる勇気 白木　夏子 ダイヤモンド社

NEW

NEW
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Ｃ 労働 94 プレジデントＷＯＭＡＮ　キャリアも幸せも手に入れる９９％の法則　 プレジデント社

Ｃ 労働 95 ふむふむ　教えてお仕事！ 三浦　しおん 新潮社

Ｃ 労働 96 農業女子　女性×農業の新しいフィールド 伊藤　淳子 洋泉社

Ｃ 労働 97 女子と就活 白河桃子．常見陽平 中公新書ラクレ

Ｃ 労働 98 就活生の親が今、知っておくべきこと 麓　幸子 日本経済新聞出版社

Ｃ 労働 99 起業と会社経営の実務がよくわかる本 古田　まゆみ ソーテック社

Ｃ 労働 100 できるリーダーはなぜメールが短いのか？ 安藤　哲也 青春出版社

Ｃ 労働 101 そういえば、いつも目の前のことだけやってきた 平田　静子 マガジンハウス

Ｃ 労働 102 一歩先のキャリアへ！－女性リーダーが語る働き方の知恵－ 公益財団法人　２１世紀職業財団　編

Ｃ 労働 104 「育休世代」のジレンマ 中野　円佳 光文社新書

Ｃ 労働 105 思い通りの人生に変わる女子のための仕事術 竹之内　幸子 ダイヤモンド社

Ｃ 労働 106 女子のキャリア 海老原　嗣生 ちくまプリマー新書

Ｃ 労働 107 子育てと仕事の社会学　　女性の働きかたは変わったか 西村　純子 弘文堂

Ｃ 労働 108 折れない営業女子になる７つのルール 太田　彩子　 かんき出版

Ｃ 労働 109 マンガで楽しく読める<仕事も育児も！>ハッピーママ入門 加倉井　さおり かんき出版

Ｃ 労働 110 雇用身分社会 森岡　孝二 岩波新書

Ｃ 労働 111 崖っぷちで差がつく上司のイクボス式チーム戦略 日経ＤＵＡＬ 日経ＢＰ社

Ｃ 労働 112 一瞬で場をつかむ！プレゼン伝え方のルール 森本　曜子 同文館出版

Ｃ 労働 114 おうち起業のはじめ方 大澤　和美 主婦の友社

Ｃ 労働 115 履歴書職務経歴書　採用される書き方 藤井　佐和子 新星出版社

Ｃ 労働 116 もう悩まない! 売上が確実にアップする女性営業の教科書 高野　美菜子 アスカビジネス

Ｃ 労働 118 なぜ日本人はマネジメントが苦手なのか 岡本　薫 中経出版

Ｃ 労働 119 子育てママの「起業」の仕方教えます。 井上　幸子 扶桑社

Ｃ 労働 121 女性のビジネスマナー　パーフェクトブック 松本　昌子　監修 ナツメ社

Ｃ 労働 122 女性はもっと活躍できる！ 岩田喜美枝．菅原千枝 公益財団法人　21世紀職業財団

Ｃ 労働 123 売れる女性の営業力 太田　彩子 日本実業出版社

Ｃ 労働 124 たった3日で売れ出す　キキダス・マーケティング 中山　マコト 日本能率協会マネジメントセンター

Ｃ 労働 127 社会参画と女性のキャリア形成事例集 国立女性教育会館 －－－－－－－－－－－

Ｃ 労働 128 子育て社員を活かすコミュニケーション 山口理栄．新田香織 労働調査会

Ｃ 労働 129 あきらめない　働くあなたに贈る真実のメッセージ 村木　厚子 日経BP社

Ｃ 労働 130 「働くママ」の時間術 馬場　じむこ 日本実業出版社

Ｃ 労働 131 女性に伝えたい　未来が変わる働き方 野村　浩子 KADOKAWA

Ｃ 労働 132 定年が見えてきた女性たちへ 野村　浩子 WAVE出版

Ｃ 労働 133 一汁一菜でよいという提案 土井　善晴 グラフィックス社

Ｃ 労働 134 「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光　紀子 光文社

Ｃ 労働 135 働く女子のキャリア格差 国保　祥子 ちくま新書

Ｃ 労働 136 地域と社会を変えた企業家たち 石田　英夫 慶応義塾大学出版会

Ｃ 労働 137 エンパワーメント働くミレニアル女子が身につけたい力 大崎　麻子 経済界

Ｃ 労働 138 女の子の幸福論　もっと輝く、明日からの生き方 大崎　麻子 講談社

Ｃ 労働 139 専業主婦が就職までにやっておくべき8つのこと 薄井　シンシア KADOKAWA

Ｃ 労働 140 共働きファミリーの仕事と子育てバイブル 日経DUAL 日経BP社

Ｃ 労働 141 いい経営理念が会社を変える 坂本光司＆坂本光司研究室 ラグーナ出版

Ｃ 労働 142 改訂版さあ、育休後からはじめよう 山口理英．新田香織 労働調査会

Ｃ 労働 143 パパとママの育児戦略 NPO法人　ファザーリングジャパン リピックブック

Ｃ 労働 144 家事の捨て方　まかせて　シェアして　毎日がもっと輝く 大澤　和美 CCCメディアハウス

Ｃ 労働 146 「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由 汐街　コナ あさ出版

Ｃ 労働 147 「自分の働き方」に気づく心理学 加藤　諦三 青春出版

Ｃ 労働 148 幸せのメカニズム 前野　隆司 講談社現代新書

Ｃ 労働 149 女性起業はじめの一歩と続け方 ブレインワークス　編著 カナリアコミュニケーションズ

Ｃ 労働 150 パパのトリセツ おおた　としまさ ディスカヴァー・トゥエンティワン

Ｃ 労働 151 忙しいビジネスマンのための3分間育児 おおた　としまさ ディスカヴァー・トゥエンティワン

Ｃ 労働 152
働く女子と罪悪感 「こうあるべき」から離れたら もっと仕事は楽しくな

る
浜田　敬子 集英社

Ｃ 労働 153 法律・お金・経営のプロが教える　女性のための「起業の教科書」 豊増　さくら 日本実業出版社
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Ｃ 労働 154 いつも予約でいっぱいの人気サロンをつくる7つのレッスン 神馬　友子 自由国民社

Ｃ 労働 155 チームのことだけ、考えた。 青野　慶久 ダイヤモンド社

Ｃ 労働 156 女性活躍に翻弄される人びと 奥田　祥子 光文社新書

Ｃ 労働 157 起業の科学　スタートアップサイエンス 田所　雅之 日経BP 

Ｃ 労働 158 未来は、えらべる ダリル・アンカ 本田　健 ヴォイス; 新書判版

Ｃ 労働 159 会社に雇われずにフリーで働く！と決めたら読む本 立野井　一恵 明日香出版社

Ｃ 労働 160 ヴィオラ母さん ヤマザキ　マリ 文藝春秋

Ｃ 労働 161 家事のワンオペ脱出術 佐光　紀子 エクスナレッジ

Ｃ 労働 162 女性が管理職になったら読む本 ギンカ・トーゲル 日本経済新聞出版社

Ｃ 労働 163 マンガでわかる　成功する転職 森本　千賀子 池田書店

Ｃ 労働 164 無敵の転職 森本　千賀子 新星出版社

Ｃ 労働 165 時間に追われないための小さな習慣 榊原　陽子 青志社

Ｃ 労働 166 10年後、後悔しないための自分の道の選び方 ボブ・トビン、矢島麻里子 ディスカヴァー・トゥエンティワン

Ｃ 労働 167 女性リーダー4.0　新時代のキャリア術 坂東　眞理子 毎日新聞出版

Ｃ 労働 168 必ず結果を出す人の伝える技術 佐々木　かをり PHPビジネス新書

Ｃ 労働 169 その幸運は偶然ではないんです！ J.D.クランボルツ
A.S.レヴィン ダイヤモンド社

Ｃ 労働 170 専業主婦は2億円損をする 橘　玲 マガジンハウス

Ｃ 労働 171 21世紀を生き抜く3＋1の力 佐々木　裕子 ディスカヴァー

Ｃ 労働 172 女性管理職1年目の教科書 野見山玲子．斉藤麻子 日本経済新聞出版

Ｃ 労働 173 図解でわかる！ロジカルシンキング 渡辺　まどか 秀和システム

Ｃ 労働 174 シート1枚で論理的に伝える技術 渡辺　まどか 秀和システム

Ｃ 労働 175 女性活躍の推進　資生堂が実践するダイバーシティ経営と働き方改革 山極　清子 経団連出版

Ｃ 労働 176 世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 八木　仁平 KADOKAWA

Ｃ 労働 178 マルチ・ポテンシャライト 好きなことを次々と仕事にして、一生食っていく方法 エミリー・ワプニック (著),  長澤 あかね (翻訳) PHP研究所 

Ｃ 労働 179 自分らしい働き方・育て方が見つかる　新・ワーママ入門 堀江　敦子 ディスカヴァー・トゥエンティワン

Ｃ 労働 180 女性の視点で見直す人材育成――だれもが働きやすい「最高の職場」をつくる 中原 淳   (著), 
 トーマツ イノベーション (著) ダイヤモンド社

Ｃ 労働 181 女性30代からの「複業」生活のすすめ 山下　弓 さくら舎

Ｃ 労働 182 最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超基本　ビジュアル版 石川　和男 朝日新聞出版

Ｃ 労働 183 世界一やさしいフリーランスの教科書1年生 高田　ゲンキ ソーテック社

Ｃ 労働 184 最強のライフキャリア論。 岩橋　ひかり 時事通信社

Ｃ 労働 185 ママの仕事復帰のためにパパも会社も知っておきたい46のアイデア NPO法人ファザーリングジャパン                           　マザーリングプロジェクト労働調査会

Ｃ 労働 186 女性５０代からのキャリアデザイン 森　ゆき セルパ出版

Ｃ 労働 187 「会社行きたくない」気持ちがゆるゆるほどける本 加藤　隆行 小学館

Ｃ 労働 188 リーダーシップに出会う瞬間 有冬　典子 日本能率協会マネジメントセンター

Ｃ 労働 189 ラストスパート 栗林　美紀 文芸社

Ｃ 労働 190 3倍速で駆け抜けたMama's 15+1 宇野　恵利子 株式会社羽島企画　

Ｃ 労働 191 イマドキ女性管理職の働き方 麓　幸子 日経BP

Ｃ 労働 192 女性が活きるマネジメント デルフィス買う気研究所 日刊自動車新聞社

Ｃ 労働 193 主体的に動く ロジャー・コナーズ ディスカヴァー・トゥエンティワン

C 労働 194 愛されフリーランスのすすめ 仙道　達也 幻冬舎

C 労働 195 あなたの中に眠る才能を楽しくお金に変える！「教える系副業」のはじめかた 仙道　達也 PHPエディターズ・グループ

C 労働 196 なぜ共働きも専業もしんどいのか　主婦がいないと回らない構造 中野　円佳 PHP新書

D 家族・夫婦 2 居場所考ー家族のゆくえー 水田　宗子 フェミックス

D 家族・夫婦 3 居場所を取り戻そう、男達 庄司　洋子 東京女性財団

D 家族・夫婦 4 男だてらに女泣き 奥山　和弘 文芸社

D 家族・夫婦 5 男と女　変わる力学 鹿嶋　敬 岩波新書

D 家族・夫婦 6 おとこの目からなみだ　おんなの目からうろこ 日立市編 日立市

D 家族・夫婦 7 女と男のかんけい学 養老孟司．山極寿一．原ひろ子．大日向雅美 学文社

D 家族・夫婦 8 家族 ますの　きよし 現代書館

D 家族・夫婦 9 家族からはじめる豊かな社会 小宮山　洋子 育英舎

D 家族・夫婦 10 家族の経済学 菅原　眞理子 ユージン伝

D 家族・夫婦 11 家族のなかの女･男･子ども 斉藤　学 ヘルスワーク協会

D 家族・夫婦 12 「兼業主夫」マニュアル 清水　恭一 大村書店

NEW

5



岐阜県男女共同参画・女性の活躍支援センター　蔵書一覧　　　　R5.2

書　籍　名 著　者　名 発　行　所分類No.

D 家族・夫婦 13 シリーズ女性と心理　第１巻「家族の現状」 河野　貴代美 新水社

D 家族・夫婦 15 専業主婦はいま 藤井　治枝 ミネルヴァ書房

D 家族・夫婦 23 離婚の手続きと進め方 岡野　あつこ 日本文芸社

D 家族・夫婦 25 一緒にいてもひとり　 カトリン・ベントりー 東京書籍

D 家族・夫婦 26 子連れ離婚を考えたときに読む本 新川　てるえ 日本実業出版社

D 家族・夫婦 27 日本の家族　身の上相談に見る夫婦、百年の変遷 有地　亨ほか 海鳥社

D 家族・夫婦 28 「熟年離婚」より「孫育て」 宮本　まき子 東京新聞出版局

D 家族・夫婦 29 孫ができたら読む本 宮本　まき子 PHP研究所

D 家族・夫婦 31 本当に、離婚を選びますか？ 岡野　あつこ すばる舎

D 家族・夫婦 32 離婚と子どもの幸せ　面会交流・養育費を男女共同参画社会から考える 日本弁護士連合会　編 明石書店

D 家族・夫婦 33 さよなら、お母さん　　墓守娘（はかもりむすめ）が決断する時 信田　さよ子 春秋社

D 家族・夫婦 34 母が重くてたまらない　墓守娘の嘆き 信田　さよ子 春秋社

D 家族・夫婦 35 母親はなぜ生きづらいか 香山　リカ 講談社

D 家族・夫婦 36 母は娘の人生を支配する 斎藤　環 NHK出版

D 家族・夫婦 37 タフラブという快刀　「関係」の息苦しさから自由になるために 信田　さよ子 梧同書院

D 家族・夫婦 38 私は私。母は母。 加藤　伊都子 すばる舎

D 家族・夫婦 39 家族 ますの　きよし 現代書館

D 家族・夫婦 40 母と娘の「しんどい関係」を見直す本 石原　加受子 学研パブリッシング

D 家族・夫婦 41 家族という病 下重　暁子 幻冬舎新書

D 家族・夫婦 42 稼ぐ妻・育てる夫 治部　れんげ 勁草書房

D 家族・夫婦 43 妻の病気の９割は夫がつくる 石蔵　文信 マキノ出版

D 家族・夫婦 44 夫源病 石蔵　文信 大阪大学出版

D 家族・夫婦 45 なぜ妻は、夫のやることなすこと気にくわないのか 石蔵　文信 幻冬舎新書

D 家族・夫婦 46 死後離婚 吉川美津子．芹澤健介．中村麻美 洋泉社

D 家族・夫婦 47 男尊女子 酒井　順子 集英社

D 家族・夫婦 48 「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河桃子．是枝俊悟 毎日新聞出版

D 家族・夫婦 49 父親が子どもとがっつり遊べる時期はそう何年もない。 布施　太郎 三輪舎

D 家族・夫婦 50 やめたら幸せになる妻の習慣 ヒロコ・グレース WAVE出版

D 家族・夫婦 51 「子なし」のリアル 奥平　紗実 幻冬舎

D 家族・夫婦 52 ありがとうって　言えたなら 瀧波　ユカリ 文藝春秋

D 家族・夫婦 53 子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法 ジャンシー・ダン/村井理子（訳） 太田出版

D 家族・夫婦 54 専業主婦になりたい女たち 白河　桃子 ポプラ新書

D 家族・夫婦 55 「専業主夫」になりたい男たち 白河　桃子 ポプラ新書

D 家族・夫婦 56 愛と家事 太田　明日香 創元社

D 家族・夫婦 57 家族終了 酒井　順子 集英社

D 家族・夫婦 58 妻のトリセツ 黒川　伊保子 講談社

D 家族・夫婦 59 弁護士がここまで教えるよくわかる離婚調停の本 神坪　浩喜 同文館出版

D 家族・夫婦 60 3.11後の多文化家族 川村　千鶴子 明石書店

D 家族・夫婦 61 「家族の幸せ」の経済学 山口　慎太郎 光文社新書

D 家族・夫婦 62 卒婚のススメ 杉山　由美子 静山社

D 家族・夫婦 63 ははがうまれる 宮地　尚子 福音館書店

D 家族・夫婦 64 結愛へ 船戸　優里 小学館

D 家族・夫婦 65 幸子さんと私 中山　千夏 創出社

D 家族・夫婦 66 誰も教えてくれなかった 子どものいない人生の歩き方 くどう　 みやこ  主婦の友社

D 家族・夫婦 67 ザ・ママの研究 信田　さよ子 新曜社

D 家族・夫婦 68 夫の扶養からぬけだしたい ゆむい KADOKAWA

D 家族・夫婦 69 ３人子持で起業した理系の主婦が名もなき家事をサクッと解決します！ 香村　薫 実務教育出版

D 家族・夫婦 70 定年、そして10万時間 上鵜瀬　孝志 角川学芸出版

D 家族・夫婦 71 夫が知らない家事リスト 野々村　友紀子 双葉社

D 家族・夫婦 72 私の夫は発達障害？ 真行　結子 すばる舎

D 家族・夫婦 73 家父長制と資本制：マルクス主義フェミニズムの地平 上野　千鶴子 岩波現代文庫

D 家族・夫婦 74 大人の発達障害 太田　晴久 西東社

D 家族・夫婦 75 家事は大変って気づきましたか？ 阿古　真理 亜紀書房

NEW

NEW

NEW
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書　籍　名 著　者　名 発　行　所分類No.

E 性 3 シリーズ女性と心理　第２巻「セクシュアリティをめぐって」 河野　貴代美 新水社

E 性 4 人生を生ききる性脳学 大島　清 講談社

E 性 5 素敵にパートナーシップ 村瀬敦子．村瀬幸浩 大月書店

E 性 7 性の自己決定 原論 宮台　真司 紀伊國屋書店

E 性 8 セクシュアリティと法 斉藤豊治．青井秀夫 東北大学出版会

E 性 10 若者の気分　思いこみの性、リスキーなセックス 池上　千寿子 岩波書店

E 性 11 LGBTQってなに？ ケリー・ヒューゲル 明石書店

E 性 14 LGBTってなんだろう？からだの性・こころの性・好きになる性 薬師実芳．古堂達也　他 合同出版

E 性 15 同性愛と異性愛 風間　孝．河口和也 岩波新書

E 性 16 職場のLGBT読本 柳原正和．村木真紀 実務教育出版

E 性 17 教養としてのジェンダーと平和 風間　孝．加治 宏基．金 敬黙 　編著 法律文化社

E 性 18 先生と親のためのLGBTガイド もしあなたがカミングアウトされたなら 遠藤 まめた 合同出版

E 性 19 LGBTを読み解く 森山　至貴 ちくま新書

E 性 20 カミングアウト 砂川　秀樹 朝日新書

E 性 21 僕が夫に出会うまで 七崎　良輔 文芸春秋

E 性 22 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社

E 性 23 元女子高生、パパになる 杉山　文野 文藝春秋

E 性 24 女の子だから、男の子だからをなくす本 ユン・ウンジュ エトセトラブックス

F 福祉 1 あてが主人公 田島　敬之 南の風社

F 福祉 2 アジアに学ぶ福祉 小林　明子 学苑社

F 福祉 3 生きててよかった 石原　美智子 ミネルヴァ書房

F 福祉 4 命を輝かせて生きる 俵　萌子 海竜社

F 福祉 5 老いのこころを知る 柴田　博 ぎょうせい

F 福祉 6 男も女も今が変わりどき 沖藤　典子 労働旬報社

F 福祉 8 高齢者の暮らしの中で 人権文化を育てる会 ぎょうせい

F 福祉 9 女性と高齢社会 財団法人 日本女性学習財団

F 福祉 10 女性福祉を学ぶ 橋本　宏子 ミネルヴァ書房

F 福祉 13 母子福祉の道ひとすじに 鯉渕　鉱子 ドメス出版

F 福祉 14 母子福祉を拓く 林　千代 ドメス出版

F 福祉 17 ケアの社会学（当事者主権の福祉社会） 上野　千鶴子 太田出版

F 福祉 18 男おひとりさま道 上野　千鶴子 法研

F 福祉 19 男の介護　　認知症で困っているあなたに 中村　和仁 新泉社

F 福祉 20 オトコの介護を生きるあなたへ 男性介護者と支援者の全国ネットワーク(編著） かもがわ出版

F 福祉 21 仕事と両立させるための親の介護Ｑ＆A 望月幸代　監修 ミネルヴァ書房

F 福祉 22 笑う介護。 松本ぷりっつ/岡崎杏里 成美堂出版

F 福祉 23 もう限界！！介護で仕事を辞めないために読む本 高室　成幸 自由国民社

F 福祉 24 迫りくる「息子介護」の時代28人の現場から 平山 　亮．上野 千鶴子 光文社新書

F 福祉 25 「訪問看護で変わる希望の在宅介護」 角田　直枝 小学館

F 福祉 26 認知症の家族と暮らす技術 奥村　歩 世界文化社

F 福祉 27 ６０代の生き方・働き方　第２の人生を楽しむ心得帖 阿部　絢子 大和書房

F 福祉 28 介護漂流 山口　道宏 現代書館

F 福祉 29 一人でもだいじょうぶ　仕事を辞めずに介護する おち　とよこ 日本評論社

F 福祉 30 母・娘・祖母が共存するために 信田　さよ子 朝日新聞出版

F 福祉 31 夫がアスペルガーと思ったとき　妻が読む本 宮尾益知．滝口のぞみ 河出書房新社

F 福祉 32 カサンドラ症候群 身近な人がアスペルガーだったら 岡田　尊司 角川新書

F 福祉 33 ヤングケアラー　介護を担う子ども・若者の現実 澁谷　智子 中公新書

F 福祉 34 母さん、ごめん。50代独身男の介護奮闘記 松浦　晋也 集英社

F 福祉 35 母さん、ごめん。２　50代独身男の介護奮闘記グループホーム編 松浦　晋也 集英社

F 福祉 36 マンガでわかる介護入門 上田　惣子 大和書房

G 教育・子育て 3 狼に育てられた子 J・A・L・シング 福村出版　

G 教育・子育て 4 お母さんがもっと自分を好きになる本 北村　年子 学陽書房

G 教育・子育て 5 お父さんゴハンまーだ はしだ　のりひこ 教育資料出版会

G 教育・子育て 6 男だって子育て 広岡　守穂 岩波新書

NEW

NEW

NEW
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G 教育・子育て 7 男の子・女の子そのちがいと育て方 岡　宏子．新井泰允．武田　敏．中村桂子 金子書房

G 教育・子育て 8 親の悩み方 落合　恵美子 河出書房新社

G 教育・子育て 9 希望のニート 二神　能基 東洋経済新報社

G 教育・子育て 10 子育てが下手な親へ 俵　萌子 海竜社

G 教育・子育て 11 子育てと出会うとき 大日向　雅美 日本放送出版協会

G 教育・子育て 12 子育ての新しい世界 親業 近藤　千恵 企画室

G 教育・子育て 13 子どもに手を上げたくなるとき 橘　由子 学陽書房

G 教育・子育て 14 こどもをキレさせない　おとなが逆ギレしない対処法 Ａ．フォーペル・Ｅ．ヘリック・Ｐ．シャープ 北大路書房

G 教育・子育て 15 思春期の子を持つ親の本 俵　萌子 海竜社

G 教育・子育て 16 家庭科､男も女も 家庭科の男女共修をすすめる会 ドメス出版

G 教育・子育て 17 しなやかな教育論 木村　治美 文藝春秋

G 教育・子育て 18 生涯学習援助の企画と経営 辻功､新井郁男 第一法規出版

G 教育・子育て 19 生涯学習ネットワーク化への挑戦 瀬沼　克彰 ぎょうせい

G 教育・子育て 20 女子教育の近代と現代 碓井　知鶴子 近代文藝社

G 教育・子育て 22 成人指導の方法 ｳｨﾘｱﾑ･A･ﾄﾞﾚｲﾌﾞｽ 全日本社会教育連合会

G 教育・子育て 23 全国子育て支援団体ガイドブック NPO事業サポートセンター

G 教育・子育て 24 高野優の空飛ぶベビーカー 高野　優 講談社

G 教育・子育て 25 高野優の無敵な母子手帳 高野　優 講談社

G 教育・子育て 26 男女共同参画社会と学校教育 広岡　守穂 教育開発研究所

G 教育・子育て 27 父親は息子に何を伝えられるか 鈴木　博雄 PHP研究所

G 教育・子育て 28 どうして､いつも男が先なの? 男女平等教育をすすめる会 新評論

G 教育・子育て 29 脳力開発 児玉　光雄 主婦の友社

G 教育・子育て 30 フリーターとニート 小杉　礼子 勁草書房

G 教育・子育て 31 母性愛 神話のまぼろし ﾀﾞｲｱﾝ･E･ｱｲﾔ- 大修館書店

G 教育・子育て 33 子どもを愛せなくなる母親の心がわかる本 大日向　雅美 講談社

G 教育・子育て 34 男女平等教育のための学習プログラム　自分らしく生きる力を子供たちに 杉原　妙子 明石書店

G 教育・子育て 35 産む、産まない 森本　和子 アースメディア

G 教育・子育て 36 経産省の山田課長補佐、ただいま育休中 山田　正人 文藝春秋

G 教育・子育て 37 ツレはパパ2年生 細川　貂々 朝日新聞出版

G 教育・子育て 38 ひとり親家庭サポートＢＯＯＫ　シングルマザー生活便利帳 新川　てるえ．田中　涼子 太郎次郎エディタス

G 教育・子育て 39 今すぐできる！ママが子どもを地震から守るための本 ママが地震災害から子どもを守るプロジェクト メイツ出版

G 教育・子育て 40 ザ・イクメン セイン・カミュ 三省堂

G 教育・子育て 41 「子育て支援」の新たな職能を学ぶ 山下由紀恵．三島みどり．名和田清子　編著 ミネルヴァ書房

G 教育・子育て 42 ありがとう 水谷　修 日本評論社

G 教育・子育て 43 育児ばかりでスミマセン。 望月　昭 幻冬舎

G 教育・子育て 44 大丈夫やで～ばあちゃん助産師のお産と育児の話～ 坂本　フジヱ 産業編集センター

G 教育・子育て 45 わが家の子育てパパしだい！ 小﨑　恭弘 旬報社

G 教育・子育て 46 子どもの豊かな育ちへのまなざし 宮嶋　淳、今井七重、徳広圭子　他 久美

G 教育・子育て 47 地域で子育て　地域全体で子育て家庭を支えるために 渡辺　顕一郎 川島書店

G 教育・子育て 48 パパルール 安藤　哲也・小﨑　恭弘 合同出版

G 教育・子育て 49 地方発みんなでつくる子育て支援 金山　美和子　他 子どもの未来社

G 教育・子育て 50 父親を嫌っていた僕が「笑顔のパパ」になれた理由親を乗り越え、子供と成長する子育て 安藤哲也 廣済堂出版

G 教育・子育て 51 FQ JAPAN  WLBを実現するチーム術 アクセスインターナショナル

G 教育・子育て 52 子づれシングル　ひとり親家族の自立と社会的支援 神原　文子 明石書店

G 教育・子育て 53 子づれシングルと子どもたち 神原　文子 明石書店

G 教育・子育て 54 もったいない話です…日本は人材の半分しか活用してこなかったのですから子育てしながら働く女性を支援しよう 片桐　さゆり 近代文芸社

G 教育・子育て 55 忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋　大二 1万年堂出版

G 教育・子育て 56 3.11後を生きる　　シングルマザーたちの体験を聞く 編集：岡本　美架 NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ

G 教育・子育て 57 ワンオペ育児 藤田　結子 毎日新聞出版

G 教育・子育て 58 リーママたちへ 博報堂リーママプロジェクト 角川書店

G 教育・子育て 59 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 角川書店

G 教育・子育て 60 「パパは大変」が「面白い！」に変わる本 安藤　哲也 扶桑社

G 教育・子育て 61 ママのアンガーマネジメント　8つのマジック 日本アンガーマネジメント協会（監修） 合同出版
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G 教育・子育て 62 子どもはみんな問題児。 中川　李枝子 新潮社

G 教育・子育て 63 育児は仕事の役に立つ　「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ 浜屋　祐子、中原　淳 光文社新書

G 教育・子育て 64 世界一やさしい右脳型問題解決の授業 渡辺　健介 ダイヤモンド社

G 教育・子育て 65 世界一やさしい問題解決の授業 渡辺　健介 ダイヤモンド社

G 教育・子育て 66 ひとり親でも子どもは健全に育ちます 佐々木　正美 小学館

G 教育・子育て 67 「幸福学」が明らかにした　幸せな人生を送る子どもの育て方 前野　隆司 ディスカヴァー・トゥエンティワン

G 教育・子育て 68 ひといちばい敏感な子 エレインNアーロン、明橋大二 一万年堂出版

G 教育・子育て 69 ひきこもり500人のドアを開けた！ 宮　淑子 KADOKAWA

G 教育・子育て 70 男の子の 本当に響く 叱り方ほめ方 小崎　恭弘 すばる舎

G 教育・子育て 71 あー、また言っちゃったがなくなる男の子のママの言葉かけ便利帳 小崎　恭弘 総合法令出版

G 教育・子育て 72 辛くならない子育てのコツ 坂東眞理子．柳沢幸雄 秀和システム

G 教育・子育て 73 子どもが育つ魔法の言葉 ドロシー・ローノルト他 PHP研究所

G 教育・子育て 74 女の子の育て方 子供の潜在意識にこっそり”幸せの種”をまく方法 中野　日出美 大和出版

G 教育・子育て 75 男の子の一生を決める 0歳から6歳までの育て方 竹内　エリカ KADOKAWA

G 教育・子育て 76 女の子の一生を決める 0歳から6歳までの育て方 竹内　エリカ KADOKAWA

G 教育・子育て 77 イクメンで行こう　－育児も仕事も充実させる生き方－ 渥美　由喜 日本経済新聞出版

G 教育・子育て 78 「こんなママでごめんね」から卒業する本 福田　とも花 WAVE出版

G 教育・子育て 79 男子が10代のうちに考えておきたいこと 田中　俊之 岩波ジュニア新書

G 教育・子育て 80 お母さんの自己肯定感を高める本 松村　亜里 WAVE出版

G 教育・子育て 81 働くお母さんの子どもを伸ばす育て方 高濱　正伸 実務教育出版

G 教育・子育て 82 大丈夫やで２ 坂本　フジエ 産業編集センター

G 教育・子育て 83 子どもの自己効力感を育む本 松村　亜里 WAVE出版

G 教育・子育て 84 不登校は1日3分の働きかけで99％解決する 森田　直樹 リーブル出版

G 教育・子育て 85 おしえて！くもくん　プライベートゾーンってなあに？ 小笠原和美/サトウミユキ/masumi 東山書房

G 教育・子育て 86 いじめとは何か　教室の問題、社会の問題 森田　　洋司 中公新書

G 教育・子育て 87 ふたりは同時に親になる 狩野　さやか 猿江商會

G 教育・子育て 88 ＃ほどほど育児 木下　ゆーき 飛鳥新社

G 教育・子育て 89 まるごとわかる保育園 カツヤマケイコ．小倉　環 自由国民社

G 教育・子育て 90 子どもが笑顔で動き出す　本当に伝わる言葉がけ 小川　大介 すばる舎

G 教育・子育て 91 子どもに伝わるスゴ技大全　カリスマ保育士てい先生の子育てで困ったらこれやってみ！ てい先生 ダイヤモンド社

G 教育・子育て 92 発達障害＆グレーゾーン子育てから生まれた楽々かあさんの伝わる！声掛け変換 大場　美鈴 あさ出版

G 教育・子育て 93 ４６歳で父になった社会学者 工藤　保則 ミシマ社

G 教育・子育て 94 きみは赤ちゃん 川上　未映子 文藝春秋

G 教育・子育て 95 発達障害「グレーゾーン」 岡田　尊司 SBクリエイティブ

H 人権 3 女と男 熊田　亘 ホルプ出版

H 人権 5 我慢するのはもう､イヤだ 藤木　美奈子 講談社

H 人権 6 傷つけ合う家族 藤木　美奈子 講談社

H 人権 9 恋するまえに　デートＤＶをしない・されない10代のためのガイドブック バリー・レビィ アウェアFネット支援の会

H 人権 10 ことばは男が支配する D･ｽﾍﾟﾝﾀﾞ- 勁草書房

H 人権 11 幸せな家売ってください 藤木　美奈子 講談社

H 人権 12 DV防止法 南野知恵子.小宮山洋子.大森礼子..林紀子.福島瑞穂.堂本暁子 ぎょうせい

H 人権 14 女子刑務所 藤木　美奈子 講談社

H 人権 15 女性の人権アジア法廷 女性の人権委員会 明石書店

H 人権 16 シリーズ女性と心理     第4巻「フェミニストカウンセリングの未来」 河野　貴代美 新水社

H 人権 19 DVにさらされる子どもたち ランディ・バンクロフト/ジェイ・Ｇシルバーマン 金剛出版

H 人権 20 DV被害女性を支える スーザン・ブルースター 金剛出版

H 人権 21 データで読む家族問題 湯沢雍彦 日本放送出版協会

H 人権 22 ドメスティック・バイオレンス　愛が暴力に変わるとき 森田　ゆり 小学館

H 人権 23 ドメスティック・バイオレンスとジェンダー 吉川　真美子 世織書房

H 人権 24 ドメスティックバイオレンス女性150人の証言 原田恵理子．柴田弘子 明石書店

H 人権 25 泣いてもいい、人間ひとりじゃない 下平　雅子 講談社

H 人権 26 働く人たちのストレスサバイバル 宗像　恒次 明石書店

H 人権 27 批判的エスノメソドロジーの語り 好井　裕明 新曜社

NEW
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書　籍　名 著　者　名 発　行　所分類No.

H 人権 28 暴力被害と女性 村本　邦子 昭和堂

H 人権 29 ジェンダー白書１　女性に対する暴力 北九州市立男女共同参画センター”ムーブ” 明石書店

H 人権 31 知らずに他人を傷つける人たち 香山　リカ KKベストセラーズ

H 人権 32 ＤＶ・虐待加害者の実体を知る ランディ・バンクロフト 明石書店

H 人権 33 デートＤＶ　愛か暴力か、見抜く力があなたを救う 遠藤　智子 KKベストセラーズ

H 人権 34 パパかいじゅう やまじ　えいこ 文芸社

H 人権 35 被災地における性暴力 ウィメンズネット・こうべ

H 人権 36 デートＤＶと学校　”あした”がある 高橋　裕子 エイデル研究所

H 人権 37 ＤＶ被害親子のための心理教育ワークブック こども未来財団 こども未来財団

H 人権 38 堂本暁子のDV施策最前線 堂本　暁子 新水社

H 人権 39 それ、恋愛じゃなくてＤＶです 瀧田　信之 WAVE出版

H 人権 44 男が暴力をふるうのはなぜか　　そのメカニズムと予防 ジェームス・ギリガン（著）佐藤和夫(訳） 大月書店

H 人権 45 「オバサン」はなぜ嫌われるか 田中　ひかる 集英社

H 人権 46 性犯罪被害とたたかうということ 小林　美桂 朝日新聞出版

H 人権 47 よくわかるDV被害者への理解と支援 石井　朝子 明石書店

H 人権 48 デートDVと恋愛 伊田　広行 大月書店

H 人権 49 ストップ！デートDV 伊田　広行 解放出版社

H 人権 50 知っていますか？ジェンダーと人権　　一問一答 船橋　邦子 解放出版社

H 人権 51 知っていますか？ドメスティック・バイオレンス　　一問一答 日本DV防止・情報センター 解放出版社

H 人権 52 知っていますか？ドメスティック・バイオレンス 日本DV防止･情報ｾﾝﾀ- 解放出版社

H 人権 53 知っていますか？子どもの虐待　　　一問一答 田上　時子 解放出版社

H 人権 54 知っていますか？高齢者の人権　　一問一答 「知っていますか？高齢者の人権　一問一答」編集委員会 解放出版社

H 人権 55 知っていますか？パワーハラスメント一問一答　第2版 金子　雅臣 解放出版社

H 人権 56 Q＆A　モラル・ハラスメント 橋本智子．谷本惠美．矢田りつ子 明石書店

H 人権 57 希望の光をいつもかかげて 女性の家HELP 日本キリスト教婦人

H 人権 58 苦しいけれど､離れられない　共依存・からめとる愛 信田　さよ子 朝日新聞出版

H 人権 59 夫からのモラル・ハラスメント まっち～ 河出書房新書

H 人権 60 ルポ　虐待の連鎖は止められるか 共同通信「虐待」取材班 岩波書店

H 人権 61 新　気づいて乗りこえる 長谷川七重+グループしおん メディアイランド

H 人権 62 愛を言い訳にする人たち　ＤＶ加害者男性７００人の告白 山口　のり子 梨の木舎

H 人権 63 なぜ男は暴力を選ぶのか 沼崎　一郎 かもがわブックレット

H 人権 64 子どもの脳を傷つける親たち 友田　明美 NHK出版新書

H 人権 65 一度も愛してくれなかった母へ　一度も愛せなかった男たちへ 遠野　なぎこ ブックマン社

H 人権 66 それはあなたが望んだことですか―フェミニストカウンセリングの贈りもの― 河野　貴代美 三一書房

H 人権 67 ソーシャルワーカーのための女性支援ガイドブック 女性の暮らしやすさを考えるソーシャルワーク研究会中央法規出版

H 人権 68 傷ついたあなたへ　わたしがわたしを大切にするということ レジリエンス 梨の木舎

H 人権 69 男女平等はどこまで進んだか 国際女性の地位協会編 岩波ジュニア新書

H 人権 70 トラウマインフォームドケア 野坂　祐子 日本評論社

H 人権 71 モラニゲ　モラハラ夫から逃げた妻たち 榎本　まみ 飛鳥新社

H 人権 72 告発と呼ばれるものの周辺で 小川　たまか 亜紀書房

H 人権 73 差別は思いやりでは解決しない ジェンダーやLGBTQから考える 神谷　悠一 集英社新書

H 人権 74 女の子がいる場所は やまじ　えびね KADOKAWA

H 人権 75 DV後遺症に苦しむ母と子どもたち 林　美保子 さくら舎

H 人権 76 わたしはオオカミ アビー・ワンバック 海と月社

I こころとからだ 51 シリーズ女性と心理　第３巻「女性のからだと心理」 河野　貴代美 新水社

I こころとからだ 52 子宮癌のおかげです 渥美雅子 工作舎

I こころとからだ 53 オンナの病気をお話ししましょ。 井上　きみどり 集英社

I こころとからだ 54 もっとオンナの病気をお話ししましょ。 井上　きみどり 集英社

I こころとからだ 57 ３０代からの妊娠・出産BOOK 監修　小川隆吉．齋藤加代子 成美堂出版

I こころとからだ 58 女性の医学大全科 女性の健康週間委員会 主婦の友社

I こころとからだ 63 ４０歳！妊娠日記 太田垣　晴子 文藝春秋

I こころとからだ 69 やっぱり子どもがほしい！産婦人科医の不妊治療体験記 田口　早桐 集英社インターナショナル

I こころとからだ 71 よくわかる大人のADHD 司馬　理英子 主婦の友社

NEW

NEW

NEW

NEW
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書　籍　名 著　者　名 発　行　所分類No.

I こころとからだ 72 対人関係療法で改善する夫婦・パートナー関係 水島　広子 創元社

I こころとからだ 73 アサーション・トレーニング 平木　典子 日本・精神技術研究所

I こころとからだ 74 言いたくても言えないわたし脱出大作戦 河村　ふみ 新水社

I こころとからだ 76 わがままな女は幸せになれる 河村　ふみ フェミックス

I こころとからだ 77 気持ちのキセキ　生きづらさから自由になる 文・箱崎幸恵　　絵・せきあやこ 明石書店

I こころとからだ 78 なりたい自分になれる本 上野　千鶴子 学陽書房

I こころとからだ 79 コーチング・バイブル ﾛ-ﾗ･ｳｨｯﾄﾜｰｽ､ﾍﾝﾘ-･ｷﾑｼﾞ-ﾊｳｽ、ﾌｨﾙ･ｻﾝﾀﾞ-ﾙ 東洋経済新報社

I こころとからだ 82 こころと体の対話 神庭　重信 文藝春秋

I こころとからだ 83 こころと治癒力 ビル・モイヤー 草思社

I こころとからだ 87 心のおしゃれ学 小嶋　基次 岐阜新聞社

I こころとからだ 90 心はからだを助け、からだは心を救う 斉藤　茂太 清流出版

I こころとからだ 91 自己暗示 C・H・ブルックス．エミール・クーエ 法政大学出版局

I こころとからだ 92 自信回復セラピー ﾏﾘﾘﾝ･j･ｿﾚﾝｿﾝ PHP研究所

I こころとからだ 94 自然治癒力 渡辺　新一郎 WAVE出版

I こころとからだ 95 自然治癒力の驚異 帯津　良一 講談社

I こころとからだ 99 日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか 古荘　純一 光文社

I こころとからだ 100 若者の心の病 森　　崇 高文研

I こころとからだ 101 崖っぷちに立つあなたへ 落合　恵子 岩波書店

I こころとからだ 102 21世紀への旅立ち 内田　玲子 玄同社

I こころとからだ 106 平気でうそをつく人たち M・スコット・ペック 草思社

I こころとからだ 108 冥想 内藤　景代 実業之日本社

I こころとからだ 110 ともにつくる物語　アルコール依存症回復女性とフェミニストカウンセラーとの対話井上　摩耶子 ユック舎

I こころとからだ 115 死ぬまで寝たきりにならない体をつくる！　 宮田　重樹 すばる舎

I こころとからだ 120 若さと健康をつくるウオーキング 歩行開発研究所 歩行開発研究所

I こころとからだ 121 おしゃれにダイエットウォーキング 佐久間　淳 曜曜社出版

I こころとからだ 126 万病の引き金活性酸素に負けない法 増尾　清 農山漁村文化協会

I こころとからだ 135 会社でうつ　休むと元気ハツラツな人 海原　純子 文藝春秋

I こころとからだ 136 うつ病の人の気持ちがわかる本 大野　裕・NPO法人コンボ 講談社

I こころとからだ 137 「男のうつ」治らなくても働ける！ 石蔵　文信 日本経済新聞出版社

I こころとからだ 138 ７年目のツレがうつになりまして。 細川　貂々 幻冬舎

I こころとからだ 139 定年性依存症 岩崎　正人 WAVE出版

I こころとからだ 140 虐待をこえて、生きる 内田伸子．見上まり子 新曜社

I こころとからだ 141 子ども虐待という第四の発達障害 杉山　登志郎 学研教育出版

I こころとからだ 145 フェミニストカウンセリングへの招待 井上　摩耶子 ユック舎

I こころとからだ 146 フェミニストカウンセリングの実践 井上　麻耶子 世界思想社

I こころとからだ 147 カウンセリングで何ができるか 信田　さよ子 大月書店

I こころとからだ 148 ストレスと自己コントロール 平井　富雄 講談社

I こころとからだ 151 女性のストレス対処法 中村　延江 新星出版社

I こころとからだ 159 健やかに百寿を生きて 寺田　廉 近代文藝社

I こころとからだ 160 気がつけば百歳 秋坂　真史 大修館書店

I こころとからだ 161 病を知り己を知る 橋本　行生 農山漁村文化協会

I こころとからだ 172 おふろの楽園 資生堂新規事業部 資生堂ウェルネスプロジェクト

I こころとからだ 174 「AIDで生まれるということ」 長沖暁子編集 萬書房

I こころとからだ 175 女性は『話し方」で9割変わる 福田健 経済界

I こころとからだ 176 女子の人間関係 水島広子 サンクチュアリ出版

I こころとからだ 177 「怒りの上手な伝え方 森田　汐生 すばる舎

I こころとからだ 178 置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子 幻冬舎

I こころとからだ 179 自分を嫌いなあなたへ　　マインドフルネス・セラピーの言葉 手塚郁恵/ＮＰＯ法人　マイセラ・ジャパン 春秋社

I こころとからだ 180 働く女性のためのアサーティブコミュニケーション アン・ディクソン クレイン

I こころとからだ 181 気持ちが伝わる話し方 森田　汐生 主婦の友社

I こころとからだ 182 アンガーマネジメント　怒らない伝え方 戸田　久美 かんき出版

I こころとからだ 183 乳がんと診断されたらすぐに読みたい本 豊増さくらと乳がん患者会bambi*組 健康ジャーナル社

I こころとからだ 184 赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア 白川　美也子 アスク・ヒューマン・ケア
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I こころとからだ 185 わたしのカラダは、私が守る　女性ホルモンの教科書 黒住紗織．佐田節子 日経ＢＰ社

I こころとからだ 186 「どうして私ばっかり・・・」とおもったとき読む本 石原　加受子 ＰＨＰ研究所

I こころとからだ 187 いちいち"他人"に振り回されない心のつくり方 中島　美鈴 大和出版

I こころとからだ 188 いつも怒っている人もうまく怒れない人も　図解　アンガーマネジメント 安藤俊介．戸田久美 かんき出版

I こころとからだ 189 自分とうまくつきあう方法２７ 山崎　洋実 講談社

I こころとからだ 190 ココロつながる　介護の日常で本当にあった温かいお話 介護キラキラプロジェクト メディカルケア・サービス株式会社

I こころとからだ 191 悲しみから人が成長するときーＰＴＧ 宅　香菜子 風間書房

I こころとからだ 192 こころの処方箋 河合　隼雄 新潮社

I こころとからだ 193 自分の答えのつくりかた 渡辺　健介 ダイヤモンド社

I こころとからだ 194 心がラクになる言い方 安藤　俊介 朝日新聞出版

I こころとからだ 195 引きずらない人の習慣 西多　昌規 PHP研究所

I こころとからだ 196 幸せはあなたの心が決める 渡辺　和子 PHP研究所

I こころとからだ 197 アダルトチャイルドが人生を変えていく本 アスク・ヒューマン・ケア研修相談センター編 アスク・ヒューマン・ケア

I こころとからだ 198 ほしいものはなんですか？ 益田　ミリ ミシマ社

I こころとからだ 199 新版　自分でできるカウンセリング　女性のためのメンタル・トレーニング 川喜田　好恵 創元社

I こころとからだ 200 弱虫でいいんだよ 辻　信一 ちくま書房

I こころとからだ 201 伝達の整理学 外山　滋比古 ちくま文庫

I こころとからだ 202 アダルトチャイルドが自分と向き合う本 アスク・ヒューマン・ケア研修相談センター編 アスク・ヒューマン・ケア

I こころとからだ 203 怒りが消える心のトレーニング 安藤　俊介 ディスカヴァー・トゥエンティワン

I こころとからだ 204 極上の孤独 下重　暁子 幻冬舎

I こころとからだ 205 がまんをやめる勇気 平木　典子 海竜社

I こころとからだ 206 子どものための自分の気持ちが言える技術 平木　典子 PHP研究所 

I こころとからだ 207 女子の武士道 石川　真理子 致知出版社

I こころとからだ 208 だめなら逃げてみる 小池　一夫 ポプラ社

I こころとからだ 209 心に折り合いをつけてうまいことやる習慣 中村恒子．奥田弘美 すばる舎

I こころとからだ 210 マンガでやさしくわかるアサーション 平木　典子 日本能率協会マネジメントセンター

I こころとからだ 211 心理学でわかる　女子の人間関係・感情辞典 石原　加受子 朝日新聞出版

I こころとからだ 212 よくわかるアサーション　自分の気持ちの伝え方 平木　典子 主婦の友社

I こころとからだ 213 気持ちを言葉にできる魔法のノート 梅田　悟司 日本経済新聞出版社

I こころとからだ 214 誰でもできる！　アサーティブトレーニングガイドブック 海原　純子 金剛出版

I こころとからだ 215 マンガでわかるココロの不調回復 食べてうつぬけ 奥平　智之 主婦の友社

I こころとからだ 216 笑顔と思いやりで幸せになる 坂東　眞理子 清流出版

I こころとからだ 217 なぜ、身近な関係ほどこじれやすいのか？ 森田　汐生 青春出版社

I こころとからだ 218 これはしない、あれはする 小林　照子 サンマーク出版

I こころとからだ 219 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本 武田　友紀 飛鳥新社

I こころとからだ 220 そのままでいい 100万いいね! を集めた176の言葉 田口　久人 ディスカヴァー・トゥエンティワン

I こころとからだ 221 からだとこころを整える 田中　のりこ エクスナレッジ

I こころとからだ 222 新・カウンセリングの話 平木　典子 朝日新聞出版

I こころとからだ 223 なぜか好かれる人がやっている　100の習慣 藤本　梨恵子 明日香出版社

I こころとからだ 224 きょうも誰かが悩んでる 読売新聞生活部 中央公論新社

I こころとからだ 225 あなたはあなたが使っている言葉でできている ゲイリー・ジョン・ビショップ ディスカヴァー・トゥエンティワン

I こころとからだ 226 幸せになる勇気 岸見一郎．古賀史健 ダイヤモンド社

I こころとからだ 227 セルフケアの道具箱 伊藤　絵美 晶文社

I こころとからだ 228 勇気づけの心理学 岩井　俊憲 金子書房

I こころとからだ 229 セルフコンパッションのやさしい実践ワークブック ティム・デズモンド 星和書店

I こころとからだ 230 マインドセット「やればできる」の研究 キャロル・S・ドゥエック 草思社

I こころとからだ 231 がんばらなくても死なない 竹内　綺香 KADOKAWA

I こころとからだ 232 プロカウンセラーが教えるはじめての傾聴術 古宮　昇 ナツメ社

I こころとからだ 233 イラストとケースでわかるやさしくできる傾聴 中村　有 秀和システム

I こころとからだ 234 アサーション入門 平木　典子 講談社現代新書

I こころとからだ 235 自分の気持ちを素直に伝える５２のレッスン 平木　典子 大和出版

I こころとからだ 236 いいことがいっぱい起きる！「ほめ言葉」ブック 平木　典子 大和出版

I こころとからだ 237 自己肯定感、持っていますか？ 水島　広子 大和出版
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I こころとからだ 238 もの忘れは治る！ 奥村　歩 さくら舎

I こころとからだ 239 「繊細すぎる人」のための相談箱 海原　純子 PHP研究所

I こころとからだ 240 自分をたいせつにする本 服部　みれい ちくまプリマー新書

I こころとからだ 241 解決志向ブリーフセラピー 森　俊夫．黒沢幸子 ほんの森出版

I こころとからだ 242 私は私に時間をあげることにした レディ・ダック SBクリエイティブ

I こころとからだ 243 家にいるのに家に帰りたい クォン・ラビン 辰巳出版

I こころとからだ 244 がんばらない戦略 川下和彦．たむらようこ アスコム

I こころとからだ 245 あなたを困らせる遺伝子をスイッチオフ！ 大嶋　信頼 青山ライフ出版

I こころとからだ 246 「自分を動かす」技術 ゆうき　ゆう 三笠書房

I こころとからだ 247 他者の靴を履く ブレイディ　みかこ 文藝春秋

I こころとからだ 248 自分の気持ちをきちんと〈伝える〉技術 平木　典子 PHP研究所 

I こころとからだ 249 相手の気持ちをきちんと〈聞く〉技術 平木　典子 PHP研究所 

I こころとからだ 250 マンガでやさしくわかるカウンセリング 平木　典子 日本能率協会マネジメントセンター

I こころとからだ 251 心が揺れがちな時代に「私は私」で生きるには 高尾　美穂 日経BP 

I こころとからだ 252 人生は、もっと、自分で決めていい 薄井　シンシア 日経BP 

I こころとからだ 253 「言いづらいこと」をサラリと伝える技術 稲垣　陽子 三笠書房

I こころとからだ 254 NVC人と人の関係にいのちを吹き込む法 マーシャル・B・ローゼンバーグ 日本経済新聞出版社

I こころとからだ 255 「なんでわかってくれないの！」と思ったときに読む本 トーマ・ダンサンブール 紀伊國屋書店

I こころとからだ 256 今日を楽しむための１００の言葉 １ 伊藤　守 ディスカヴァー・２１

I こころとからだ 257 今日を楽しむための１００の言葉 ２ 伊藤　守 ディスカヴァー・２１

I こころとからだ 258 今日を楽しむための１００の言葉 ３ 伊藤　守 ディスカヴァー・２１

I こころとからだ 259 コミュニケーション１００の法則 伊藤　守 ディスカヴァー・２１

I こころとからだ 260 ご機嫌の法則１００ 伊藤　守 ディスカヴァー・２１

I こころとからだ 261 だいじょうぶたいしたことないから 伊藤　守 ディスカヴァー・２１

I こころとからだ 262 ああ、ひとりぼっちじゃなかったんだね 伊藤　守 ディスカヴァー・２１

I こころとからだ 263 キリンとジャッカルの楽しいコミュニケーション ジーン・モリソン ナディア

I こころとからだ 264 言葉を失ったあとで 信田　さよ子 筑摩書房

I こころとからだ 265 もしあと1年で人生が終わるとしたら？ 小澤　竹俊 アスコム

I こころとからだ 266 一瞬で「本音」を聞き出す技術 井上　公造 ダイヤモンド社

I こころとからだ 267 トラウマ 宮地　尚子 岩波新書

I こころとからだ 268 母親になって後悔してる オルナ・ドーナト 新潮社

I こころとからだ 269 ママ、怒らないで。 斎藤　裕．斎藤暁子 ディスカヴァー・トゥエンティワン

J 現代社会 9 ジェンダーの語られ方､メディアのつくられ方 諸橋　泰樹 現代書館

J 現代社会 10 ジェンダーの法律学 金子　清子 有斐閣

J 現代社会 11 ジェンダー法学・政治学の可能性 辻村みよ子．山元　一 東北大学出版会

J 現代社会 12 自治体法務入門 木佐　茂男 ぎょうせい

J 現代社会 14 少子化をのりこえたデンマーク 湯沢　雍彦 朝日新聞社

J 現代社会 15 男女共同参画の実践 冨士谷あつ子．塚本利男 明石書店

J 現代社会 16 女性とメディアの新世紀へ 財団法人東京女性財団

J 現代社会 17 精神鑑定 小田　晋 青土社

J 現代社会 18 「生活者」とはだれか 天野　正子 中央公論社

J 現代社会 22 ２１世紀の第三世界 土生　長穂 大月書店

J 現代社会 24 21世紀の女性政策と男女共同参画社会基本法     改訂版 大沢　真理 ぎょうせい

J 現代社会 26 世界のポジティヴアクションと男女共同参画 辻村　みよ子 東北大学出版会

J 現代社会 27 日本の男女共同参画政策 辻村みよ子．稲葉　馨 東北大学出版会

J 現代社会 28 人間の大地 犬飼　道子 中央公論社

J 現代社会 29 新編　日本のフェミニズム　７　　　表現とメディア 天野　正子他 岩波書店

J 現代社会 30 表現とメディア 井上輝子．上野千鶴子．江原由美子 岩波書店

J 現代社会 32 メディアがつくるジェンダー 村松泰子．ﾋﾗﾘｱ･ｺﾞｽﾏﾝ 新曜社

J 現代社会 34 オトナのメディア・リテラシー 渡辺　真由子 リベルタ出版

J 現代社会 36 子どもの貧困 浅井春夫．松本伊智朗．湯澤直美 明石書店

J 現代社会 37 この国で産むということ 野田聖子．根津八紘 ポプラ社

J 現代社会 38 貧困の実態とこれからの日本社会（貧困問題がわかる②） 大阪弁護士会編 明石書店

NEW

NEW

NEW
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J 現代社会 39 経済、これだけ知っていれば生きてゆけます 木村恭子．カツヤマケイコ 日本経済新聞社

J 現代社会 40 生き方の不平等 白波瀬　佐和子 岩波書店

J 現代社会 41 ジェンダーで学ぶ生活経済論　 福祉社会における生活経営主体 伊藤セツ．伊藤　純 ミネルヴァ書房

J 現代社会 42 日本はスウェーデンになるべきか 高岡　望 PHP研究所

J 現代社会 43 男子草食化、女子肉食化のススメ 渡辺　顕一郎 文芸社

J 現代社会 44 モモタロー・ノー・リターン＆サルカニ・バイオレンス 奥山　和弘 十月舎

J 現代社会 45 男女共同参画による日本社会の経済・経営・地域活性化戦略 吉田　浩 河北新報出版センター

J 現代社会 46 男女共同参画/ジェンダーフリー・バッシング 日本女性学会ジェンダー研究会編 明石書店

J 現代社会 47 家事労働ハラスメント  生きづらさの根にあるもの 竹信美恵子 岩波新書

J 現代社会 48 女性たちの貧困　"新たな連鎖 "の衝撃 NHK「女性の貧困」取材班 幻冬舎

J 現代社会 49 格付けしあう女たち 白河　桃子 ポプラ新書

J 現代社会 50 「居場所のない男」、「時間がない女」 水無田　気流 日本経済新聞出版社

J 現代社会 51 フランスはどう少子化を克服したか 高崎　順子 新潮社

J 現代社会 52 法律を読む技術・学ぶ技術 吉田　利宏 ダイヤモンド社

J 現代社会 53 LIFE SHIFT（ライフ　シフト） １００年時代の人生戦略 リンダ・グラットン他 東洋経済新報社

J 現代社会 57 家族ージェンダーと自由と法 水野　紀子 東北大学出版会

J 現代社会 58 国際法・国際関係とジェンダー 植木俊哉．土佐弘之 東北大学出版会

J 現代社会 59 政治参画とジェンダー 川人貞史．山元　一 東北大学出版会

J 現代社会 60 雇用・社会保障とジェンダー 嵩さやか．田中重人 東北大学出版会

J 現代社会 61 ジェンダーの基礎理論と法 辻村　みよ子 東北大学出版会

J 現代社会 62 解剖　アベノミクス 若田部　昌澄 日本経済新聞出版社

J 現代社会 63 政権交代と自治の潮流 大森　彌 第一法規

J 現代社会 64 官のシステム 大森　彌 東京大学出版

J 現代社会 68 日本農業の真実 生源寺　眞一 ちくま新書

J 現代社会 69 両性の平等をめぐる家族法・税・社会保障 遠藤　みち 日本評論社

J 現代社会 70 未来の年表　人口減少の日本でこれから起こること 河合　雅司 講談社

J 現代社会 71 シングル女性の貧困 小杉　礼子他 明石書店

J 現代社会 72 同調圧力 望月衣塑子　前川喜平　マーティン・ファクラー 角川新書

J 現代社会 73 女50歳からの100歳人生の生き方 小島　貴子 さくら舎

J 現代社会 74 わたしの人生は、わたしのモノ 小島　貴子 朝日新聞出版

J 現代社会 75 大人になる前のジェンダー論 浅野富美枝・池谷壽夫・細谷実・八幡悦子 はるか書房

J 現代社会 76 続・はじめて学ぶジェンダー論 伊田　広行 大月書店

J 現代社会 77 ジェンダーの視点から社会を見る ジェンダー・学び・プロジェクト　編 解放出版社

J 現代社会 78 ジェンダーとわたし 笹川　あゆみ 北樹出版

J 現代社会 79 早く絶版になってほしい＃駄言辞典 日経×woman 日経BP

J 現代社会 80 最後の講義完全版 上野千鶴子 これからの時代を生きるあなたへ安心して弱者になれる社会をつくりたい 上野　千鶴子 主婦の友社

J 現代社会 81 ダイバーシティ・マネジメント入門 尾﨑　俊哉 ナカニシヤ出版

J 現代社会 82 おとめ六法 上谷　さくら KADOKAWA

J 現代社会 83 「男女格差後進国」の衝撃～無意識のジェンダー・バイアスを克服する～ 治部　れんげ 小学館

J 現代社会 84 あなたにもある無意識の偏見　アンコンシャスバイアス 北村　英哉 河出書房新社

J 現代社会 85 「アンコンシャス・バイアス」マネジメント最高のリーダーは自分を信じない 守屋　智敬 かんき出版

J 現代社会 86 なぜあなたは自分の「偏見」に気づけないのか ハワード・J・ロス 原書房

J 現代社会 87 DVと子どもへの虐待の根絶をめざして　おうちジェンダー平等はじめよう アウェイ アウェイ

K 地域・生活 4 家族を容れるハコ家族を超えるハコ 上野　千鶴子 平凡社

K 地域・生活 7 キレイは５０歳から 志垣　豊子 朝日出版社

K 地域・生活 10 こころと技術革新 木村　治美 文藝春秋

K 地域・生活 12 死ぬまで元気に食べ方革命 家森　幸男 海竜社

K 地域・生活 13 成功する地方自治 角間　隆 小学館

K 地域・生活 15 NOを言える人の話し方４７のレッスン 平木　典子 大和出版

K 地域・生活 18 メス化する自然 デボラ・キャドバリー 集英社

K 地域・生活 19 森の形森の仕事 稲本正．岡崎良一 世界文化社

K 地域・生活 22 笑いの研究 井上　宏 日本実業出版社

K 地域・生活 24 人が集まる！行列ができる！講座、イベントの作り方 牟田　静香 講談社
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K 地域・生活 25 50歳からを生きる 瀬谷　道子 新水社

K 地域・生活 26 暮らしをつくりかえる  生活経営力 日本家政学会　編 朝倉書店

K 地域・生活 28 はじけて拡がる　グループネット ウィン女性企画元気ｸﾞﾙｰﾌﾟ ウィン女性企画元気グループ

K 地域・生活 29 地震　停電　放射能　みんなで生き抜く防災術 小学館防災チーム 小学館

K 地域・生活 31 震災時ハンディ便利帳 世界文化社 世界文化社

K 地域・生活 32 誰からも「気がきく」と言われる４５の習慣 能町　光香 クロスメディアパブリッシング

K 地域・生活 33 夢を実現する７つの力 坂東　眞理子 KKロングセラーズ

K 地域・生活 34 「実例でよくわかる！人が集まるチラシの作り方」 坂田静香 家の光協会

K 地域・生活 36 復興に女性たちの声を　　「３・１１とジェンダー」 村田　晶子 早稲田大学出版部

K 地域・生活 37 マンガと図解新くらしの税金百科 納税協会連合会 清文社

K 地域・生活 38 子ども食堂をつくろう！人がつながる地域の居場所づくり 豊島子どもWAKUWAKU　ネットワーク 明石書店

K 地域・生活 39 伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける８７の法則 山口　拓朗 明日香出版社

K 地域・生活 40 「できる人」の話し方＆コミュニケーション術 箱田　忠昭 フォレスト出版

K 地域・生活 41 幸せをよぶ　らく家事 市川　吉恵 清流出版

K 地域・生活 42 いつ大災害が起きても家族で生き延びる 小川　光一 ワニブックス

K 地域・生活 43 東日本大震災　復興まちづくり最前線 大西隆　他２名編著 学芸出版社

K 地域・生活 44 東日本大震災と地域産業復興 関　満博 新評論

K 地域・生活 45 地域政策学入門 戸所　隆 古今書院

K 地域・生活 46 五感健康法 岩田　弘敏 岐阜新聞社

K 地域・生活 47 五感健康法あれこれ 岩田　弘敏 岐阜新聞社

K 地域・生活 48 「コミュ力」アップ実践講座 下平　久美子 オレンジページ

K 地域・生活 49 よりよく生き延びるー３・１１と男女共同参画センター せんだい男女共同参画財団 新潮社図書編集室

K 地域・生活 50 美人セラピー 岩井　　結美子　 ＰＨＰ文庫

K 地域・生活 51 美意識は、過剰すぎるぐらいがちょうどいい。 岩井　　結美子　 マガジンハウス

K 地域・生活 52 自衛隊防災BOOK 自衛隊／防衛省 マガジンハウス

K 地域・生活 55 けっきょく、よはく。余白を活かしたデザインレイアウトの本 intectar-e ソシム

K 地域・生活 56 伝わるデザインの基本　増補改訂版　よい資料をつくるためのレイアウトのルール 高橋佑磨/片山なつ 技術評論社

K 地域・生活 57 未来を変える目標　SDGｓアイデアブック Think the Earth 紀伊國屋書店

K 地域・生活 58 SDGsの基礎 事業構想大学院大学　出版部 宣伝会議 

K 地域・生活 59 身近でできるSDGｓ　エシカル消費　1エシカル消費ってなに？ 山本良一、三輪昭子 さえら書房

K 地域・生活 60 「名もなき家事」を楽しく減らす法 本間　朝子 三笠書房

K 地域・生活 61 写真でわかる！家事の手間を9割減らせる部屋作り 本間　朝子 青春出版社

K 地域・生活 62 人生が整う　家事の習慣 本間　朝子 西東社

K 地域・生活 63 東京くらし防災 東京都 凸版印刷

K 地域・生活 64 ハローキティのおしえて！防サイくん 東京都 リフコム

K 地域・生活 65 家事ドリル　らくコツ＆時短テクが身につく！ 本間　朝子 新星出版社

K 地域・生活 66 GENKI RECIPES 低糖専門キッチン　源喜 株式会社AQプランニング

K 地域・生活 67 ちほ先生が見た岐阜人の不思議 大藪　千穂 株式会社岐阜新聞

K 地域・生活 68 「女子」に選ばれる地方 十六総合研究所 岐阜新聞社

L 文学・表現 2 赤い楯　上 広瀬　隆 集英社

L 文学・表現 3 赤い楯　下 広瀬　隆 集英社

L 文学・表現 6 グリム童話の悪い少女と勇敢な少年 ルース・ボティックハイマー 紀伊國屋書店

L 文学・表現 7 結婚の条件 小倉　千加子 朝日新聞社

L 文学・表現 8 原爆投下への審判 アジア太平洋フォーラム２１ 新盛堂天地社

L 文学・表現 9 主婦が歩きだすとき 高橋　ますみ BOC出版部

L 文学・表現 11 大地の花 玉田　澄子 春秋社

L 文学・表現 12 断片 ビンヤミン・ヴィルコミルスキー 大月書店

L 文学・表現 13 男流文学論 上野千鶴子．小倉千加子．富岡多恵子 筑摩書房

L 文学・表現 15 妻の足あと 奥村　勲 近代文芸社

L 文学・表現 17 マンガで見る日本まん中おもしろ人史物シリーズ１　古田織部 里中　満智子．村野　守美 岐阜県

L 文学・表現 18 マンガで見る日本まん中おもしろ人史物シリーズ２　円空 里中　満智子．木村　直巳 岐阜県

L 文学・表現 19 マンガで見る日本まん中おもしろ人史物シリーズ３　花子 里中　満智子．大石　エリー 岐阜県

L 文学・表現 20 マンガで見る日本まん中おもしろ人史物シリーズ４　 戦国美濃の群像 影丸穣也．三浦みつる．花小路小町　里中満智子． 岐阜県
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L 文学・表現 21 雄飛 奥村　俊雄 奥村　保雅

L 文学・表現 22 平成女性和歌集 和歌山県　和歌のロマン企画実行委員会 和歌山県

L 文学・表現 25 わがままの哲学 若尾　典子 学陽書房

L 文学・表現 26 風と光の花束を抱いて 国分　真一 日本文学館

L 文学・表現 27 吉武輝子対話集　私が「わたくし」であることへ 内田　ひろ子 パド・ウィメンズ・オフィス

L 文学・表現 28 ダイバーシティ　生きる力を学ぶ物語 山口　一男 東洋経済新報社

L 文学・表現 29 娘たちへ-母から娘に伝える人生に大切な80の知恵 福島　瑞穂 岩崎書店

L 文学・表現 30 希望 内田　玲子 玄同社

L 文学・表現 31 女は原石なのよ　３０代からの女磨き 大田垣　晴子 文藝春秋

L 文学・表現 32 孤舟 渡辺　淳一 集英社

L 文学・表現 33 婚活したらすごかった 石神　賢介 新潮社

L 文学・表現 34 少女は、闇を抜けて　女子少年院・榛名女子学園 家田　荘子 幻冬舎

L 文学・表現 35 積極的その日暮らし 落合　恵子 朝日新聞出版

L 文学・表現 36 聡明な女たちへ　しなやかに生きる３７章 桐島　洋子 大和書房

L 文学・表現 37 母と息子の老いじたく ねじめ　正一 中央公論新社

L 文学・表現 38 母への礼状 神野　三枝 風媒社

L 文学・表現 39 県庁おもてなし課 有川　浩 角川書店

L 文学・表現 41 シズコさん 佐野　洋子 新潮社

L 文学・表現 42 定年ちいぱっぱ 小川　有里 毎日新聞社

L 文学・表現 43 「少女」と「老女」の聖域 江黒　清美 學藝書林

L 文学・表現 44 イグアナの娘 萩尾　望都 小学館

L 文学・表現 45 「待つ」ということ 鷲田　清一 角川選書

L 文学・表現 46 ふまじめな脳 大島　清 PHP研究所

L 文学・表現 47 カエルの無意識、ネコの知恵 森　省二 筑摩書房

L 文学・表現 48 おとな養成所 槇村　さとる 光文社

L 文学・表現 49 子どもがいてもいなくても ﾏﾃﾞﾘﾝ･ｹｲﾝ ワニブックス

L 文学・表現 50 歴史を読む　美濃における先人の生きざまを学ぶ 小和田哲男．三矢昭夫 OKB総研出版

L 文学・表現 51 逃げたい娘　諦めない母 朝倉真弓．信田さよ子 幻冬舎

L 文学・表現 52 家族ほど笑えるものはない カフカヤマモト KADOKAWA

L 文学・表現 53 主夫のトモロー 朱川　湊人 ＮＨＫ出版

L 文学・表現 54 少女たちの19世紀　人魚姫からアリスまで 脇　明子 岩波書店

L 文学・表現 55 オトナのたしなみ 柴門　ふみ キノブックス

L 文学・表現 56 ほんのちょっと当事者 青山　ゆみこ ミシマ社

L 文学・表現 57 頑張りすぎず、気楽に チム・スヒョン ワニブックス

L 文学・表現 58 女の七つの大罪 林真理子．小島慶子 角川文庫

L 文学・表現 59 もう空気なんて読まない 石川　優実 河出書房新社

L 文学・表現 60 皿洗いするの、どっち？目指せ、家庭内男女平等！ 山内　マリコ マガジンハウス

L 文学・表現 61 多様性の科学画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解決する組織 マシュー・サイド ディスカヴァー・トゥエンティワン

L 文学・表現 62 ディズニーキャストざわざわ日記 笠原　一郎 フォレスト出版

L 文学・表現 63 この父ありて 娘たちの歳月 梯　久美子 文藝春秋

M 絵本・子どもの本 1 アリーテ姫の冒険 ダイアナ・コールス 学陽書房

M 絵本・子どもの本 2 女の子はサンタクロースになれないの? ｴﾙﾌｨ-･ﾄﾞﾈﾘ 国土社

M 絵本・子どもの本 3 クワッペのオンナってヤだ！ 犬丸　りん PHP研究所

M 絵本・子どもの本 4 はいけい女王様、弟を助けてください モーリス・グライツマン 徳間書店

M 絵本・子どもの本 5 ぼろずきんの冒険 ｴｾﾙ･J ･ﾌｪﾙﾌﾟｽ 学陽書房

M 絵本・子どもの本 6 気持ちの本 森田　ゆり 童話館出版

M 絵本・子どもの本 7 東日本大震災　2011・3・11　「あの日」のこと 高橋　邦典 ポプラ社

M 絵本・子どもの本 8 赤ちゃんはどこから来るの？ 平原　史樹 少年写真新聞社

M 絵本・子どもの本 9 男の子が大人になるとき 岩室　紳也 少年写真新聞社

M 絵本・子どもの本 10 女の子が大人になるとき 早乙女　智子 少年写真新聞社

M 絵本・子どもの本 11 大切なからだ・こころ 村瀬　幸浩 少年写真新聞社

M 絵本・子どもの本 12 あなたが守るあなたの心・あなたのからだ 森田　ゆり 童話館出版

M 絵本・子どもの本 13 じゃんけん　ポン　アイコでしょ ひぐち　ともこ 大阪府

NEW
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M 絵本・子どもの本 14 とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール著
さのようこ訳 偕成社

M 絵本・子どもの本 15 パパと怒り鬼 グロー・ダーレ作
スヴァニン・ニーフース絵 ひさかたチャイルド

M 絵本・子どもの本 16 家を出る日のために 辰巳　渚 イースト・プレス

M 絵本・子どもの本 17 自立のすすめ　マイルール 辰巳　渚 毎日新聞社

M 絵本・子どもの本 18 いのちのつながり 中村　運 福音館書店

M 絵本・子どもの本 19 きみがいま　Little Boy アリスン・マギー 主婦の友社

M 絵本・子どもの本 20 ちいさいあなたへ　Someday アリスン・マギー 主婦の友社

M 絵本・子どもの本 21 男の子でもできること 国際NGOプラン・インターナショナル 西村書店

M 絵本・子どもの本 22 ZOOずーっといっしょ　 東山動物園くらぶ 中日新聞社

M 絵本・子どもの本 23 わたしとなかよし ナンシー・カールソン 瑞雲舎

M 絵本・子どもの本 24 いっさいはん minchi 岩崎書店

N その他 9 角川日本地名大辞典 岐阜県 角川書店

N その他 28 医療・看護の資格と仕事　やりたい仕事がわかる本 梅方　久仁子 技術評論社

N その他 34 「組織評価」のすすめ 橋本　朋幸 日本財団コミュニケーション部

N その他 35 人が集まる　講座・イベントづくり 坂田　静香 株式会社　ぎょうせい

N その他 36 アンガーマネジメント手帳 日本アンガーマネジメント協会 ミネルヴァ書房

N その他 37 ２０２３年版　資格取り方選び方全ガイド 高橋書店編集部 高橋書店

N その他 38 小さな会社の総務・人事・経理の実務 近藤　仁 ナツメ社

N その他 39 ユーキャンの医療事務　リアルにわかるお仕事マニュアル〈クリニック編〉酒井　深有 ユーキャン

N その他 40 女性の職業の全て　２０２３年版 女性の職業研究会 啓明書房

N その他 41 ふくしの仕事がわかる本〈２０２２年版〉－福祉の仕事と就職活動ガイド 東京都福祉協議会

N その他 42 自分だけの強みが遊ぶように見つかる　適職の地図 土谷　愛 かんき出版

NEW

NEW
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