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★自分って？女、男って？

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 〈自分らしさ〉って何だろう？
 自分と向き合う心理学

榎本 博明∥著 筑摩書房 2015.6 T141エ

 女らしさ・男らしさ　ジェンダーを考える 森永 康子∥著 北大路書房 2002.10 T143モ

 高校時代に考えておく５０のこと 女子編 有川 真由美∥著 ＰＨＰ研究所 2011.12 T159ア

 10代のうちに考えておくこと 香山 リカ∥著 岩波書店 2005.5 T159カ

 コドモであり続けるためのスキル　増補 貴戸 理恵∥著 イースト・プレス 2012.12 T159キ

 屈折万歳！ 小島 慶子∥著 岩波書店 2015.9 T159コ

 じぶんリセット
 つまらない大人にならないために

小山 薫堂∥著 河出書房新社 2014.6 T159コ

 大人になるっておもしろい？ 清水 真砂子∥著 岩波書店 2015.4 T159シ

 みんなのなやみ　1・2 重松 清∥著 イースト・プレス
2011.7
2011.12

T159シ

 女子の国はいつも内戦 辛酸 なめ子∥著 河出書房新社 2008.3 T159シ

 男子のための人生のルール 玉袋 筋太郎∥著 イースト・プレス 2011.10 T159タ

 「がんばらない」人生相談
 南無そのまんま・そのまんま

ひろ さちや∥著 河出書房新社 2014.6 T159ヒ

 イケてないと思ったら読む本
 くよくよしないで、中学生！

横森 理香∥著 ＰＨＰ研究所 2011.6 T159ヨ

 女子のキャリア
 〈男社会〉のしくみ、教えます

海老原 嗣生∥著 筑摩書房 2012.10 T366エ

 大人になる前のジェンダー論 浅野 富美枝∥ほか編著 はるか書房 2010.4 T367.1オ

 オンナらしさ入門〈笑〉 小倉 千加子∥著 理論社 2007.4 T367オ

 女子高生の裏社会
 「関係性の貧困」に生きる少女たち

仁藤 夢乃∥著 光文社 2014.8 368.7ニ

 思春期サバイバル
 １０代の時って考えることが多くなる気がするわけ。

ここから探検隊∥制作 はるか書房 2013.9 T371シ

 思春期サバイバル 2
 １０代のモヤモヤに答えてみた。 Ｑ＆Ａ編

ここから探検隊∥制作 はるか書房 2016.4 T371シ

　　まだ見ぬ本の世界。そのとびらを開くカギは、どの本？
　　１０代のみなさんに読んでほしい本を集めました。

本の世界へ旅立とう 
 ～みんなでサンカク！するときに 

どんな本が 

あるかな♪ 



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 10代のための「くじけない心」をつくる本
中野 有美∥著、大野 裕∥監
修

大和出版 2016.5 T146ナ

 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 紀伊国屋書店 2014.7 T146ミ

 レンアイ、基本のキ
 好きになったらなんでもＯＫ？

打越 さく良∥著 岩波書店 2015.10 T152ウ

 保健室の恋バナ+α 金子 由美子∥著 岩波書店 2016.3 T152カ

 恋と股間 杉作 Ｊ太郎∥著 イースト・プレス 2012.10 T152ス

 男子のための恋愛検定 伏見 憲明∥著 理論社 2006.4 T152フ

 中学生からの愛の授業
 学校が教えてくれない「愛と性」の話をしよう

宮台 真司∥著 コアマガジン 2015.10 159.7ミ

 いろいろな性、いろいろな生きかた １-3 渡辺 大輔∥監修 ポプラ社 2016.4 K367イ

 はなそうよ！恋とエッチ
 みつけよう！からだときもち

すぎむら なおみ、えすけん∥
著

生活書院 2014.12 T367ス

 だれでも一度は、処女だった。
千木良 悠子、辛酸 なめ子∥
著

イースト・プレス 2012.8 T367チ

 からだノート　中学生の相談箱 徳永 桂子∥著 大月書店 2013.6 T367ト

 ティーンズのための命のことが分かる本
 生と性のはなし

永原 郁子∥著
いのちのことば社
フォレストブックス

2012.1 T367ナ

 もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノ
リティ 1-3 ありのままのきみがいい

日高 庸晴∥著 汐文社
2015.12
2016.2
2016.3

T367ヒ

 正しい保健体育 〔1〕 みうら じゅん∥著 イースト・プレス 2011.7 T367ミ

 恋の相手は女の子 室井 舞花∥著 岩波書店 2016.4 T367ム

 １５歳までの女の子に伝えたい自分の体と心
の守り方

やまがた てるえ∥著 かんき出版 2012.4 T367ヤ

 ＬＧＢＴＱを知っていますか？
 “みんなと違う”は“ヘン”じゃない

日高 庸晴∥監著、星野 慎二
∥ほか著

少年写真新聞社 2015.12 T367.9エ

 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∥ほか著 合同出版 2014.9 367.9エ

 ＬＧＢＴ  ＢＯＯＫ　ＮＨＫ「ハートをつなごう」
ＮＨＫ「ハートをつなごう」制作
班∥監修

太田出版 2010.8 T367.9エ

 ティーンズ・ボディーブック　新装改訂版 北村 邦夫∥著 中央公論新社 2013.12 T367.9キ

 カラフルなぼくら
 ６人のティーンが語る、ＬＧＢＴの心と体の遍歴

スーザン・クークリン∥著、浅
尾 敦則∥訳

ポプラ社 2014.7 367.9ク

 マンガでわかるオトコの子の「性」
 思春期男子へ１３のレッスン

村瀬 幸浩∥監修、染矢 明日
香∥著

合同出版 2015.6 367.9ソ

 ジェームズ・ドーソンの下半身入門
 まるごと男子！読本

ジェームズ・ドーソン∥著、藤
堂 嘉章∥訳

太郎次郎社エディタ
ス

2015.3 367.9ド

 ハタチまでに知っておきたい性のこと 橋本 紀子∥ほか編 大月書店 2014.4 367.9ハ

 恋するみんなに
 デートＤＶ防止啓発教材ＤＶＤ

大阪市男女共同参画のまち
創生協会∥制作

大阪市男女共同参
画のまち創生協会

2014 DWオ1667

★ココロとカラダ



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 発信力の育てかた
 ジャーナリストが教える「伝える」レッスン

外岡 秀俊∥著 河出書房新社 2015.9 K002ソ

 今すぐ読みたい！10代のためのＹＡブックガイ
ド150！

金原 瑞人、ひこ・田中∥監修 ポプラ社 2015.11 K019イ

 10代の本棚　こんな本に出会いたい あさの あつこ∥編著 岩波書店 2011.11 T019ジ

 進路・将来を考える
 中高生のためのブックガイド

佐藤 理絵∥監修 日外アソシエーツ 2016.3 R028シ

 14歳の君へ　どう考えどう生きるか 池田 晶子∥著 毎日新聞社 2006.12 T100イ

 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原 理恵子∥著・装画・挿画 イースト・プレス 2012.9 T159サ

 君に伝えたいこと　15歳の人生レッスン 姜 尚中∥著 自由国民社 2015.12 T159.7カ

 池上彰の世界の見方
 15歳に語る現代世界の最前線

池上 彰∥著 小学館 2015.11 T304イ

 14歳からの戦争のリアル 雨宮 処凛∥著 河出書房新社 2015.7 T319ア

 世界を平和にするためのささやかな提案 池沢 春菜∥ほか著 河出書房新社 2015.5 T319セ

 トラブル回避！中・高生のための法律ガイド
ブック

喜成 清重∥著 日本加除出版 2010.11 T320.4キ

 10代の憲法な毎日 伊藤 真∥著 岩波書店 2014.11 T323イ

 よのなかを変える技術
 14歳からのソーシャルデザイン入門

今 一生∥著 河出書房新社 2015.4 T360コ

 アサーション・トレーニング 1
 気持ちが伝わるコミュニケーション　学校編

平木 典子∥監修、鈴木 教夫
∥編著

汐文社 2014.1 K361ア

 14歳からの社会学
 これからの社会を生きる君に

宮台 真司∥著 世界文化社 2008.11 T361ミ

 みえない未来相談室。
 すきなコトを仕事にする方法

ｋ．ｍ．ｐ．、なかがわ みどり、
ムラマツ エリコ∥著

河出書房新社 2008.4 T366ケ

 14歳からの仕事道 玄田 有史∥著 理論社 2005.1 T366ゲ

 しあわせに働ける社会へ 竹信 三恵子∥著 岩波書店 2012.6 T366タ

 世界女の子白書
電通ギャルラボ∥編、ジョイセ
フ∥監修・協力

木楽舎 2013.9 367.2セ

 わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。
 未来をうばわれる2億人の女の子たち

プラン・ジャパン、久保田 恭
代∥ほか著

合同出版 2014.10 T367.2ワ

 ジュニアのための貧困問題入門
 人として生きるために

久保田 貢∥編 平和文化 2010.10 T368ジ

 14歳からわかる生活保護 雨宮 処凛∥著 河出書房新社 2012.10 T369ア 

 子どもの権利条約ハンドブック
 子どもの力を伸ばす

木附 千晶、福田 雅章∥文、
ＤＣＩ日本∥監修

自由国民社 2016.2 369.4キ

 不登校、選んだわけじゃないんだぜ！　増補 貴戸 理恵、常野 雄次郎∥著 イースト・プレス 2012.3 T371キ

 自分をまもる本　新版
ローズマリー・ストーンズ∥
著、小島 希里∥訳

晶文社 2013.11 K371ス

★これから生きていくときに　　　　　　　　　　※「R」で始まる請求記号の図書は、館内でご覧ください。



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 学歴入門 橘木 俊詔∥著 河出書房新社 2013.1 T371タ

 女子校育ち 辛酸 なめ子∥著 筑摩書房 2011.3 T376シ

 理系女子（リケジョ）的生き方のススメ 美馬 のゆり∥著 岩波書店 2012.12 T407ミ

 高校生からの統計入門 加藤 久和∥著 筑摩書房 2016.5 T417カ

 14歳からわかる生命倫理 雨宮 処凛∥著 河出書房新社 2014.5 T490ア 

 脱ネット・スマホ中毒
 依存ケース別ＳＮＳ時代を生き抜く護身術！

遠藤 美季∥著 誠文堂新光社 2013.12 493.7エ

 13歳からの家事のきほん46 アントラム栢木 利美∥著 海竜社 2013.4 T590ア

 家を出る日のために 辰巳 渚∥著 理論社 2008.1 T590タ

 人生の答えは家庭科に聞け！ 堀内 かおる、南野 忠晴∥著 岩波書店 2016.4 T590ホ

 正しいパンツのたたみ方
 新しい家庭科勉強法

南野 忠晴∥著 岩波書店 2011.2 T590ミ

 シアワセなお金の使い方 南野 忠晴∥著 岩波書店 2015.2 T591ミ

 マンガがあるじゃないか
 わたしをつくったこの一冊

河出書房新社∥編、蒼井 ブ
ルー∥ほか著

河出書房新社 2016.1 T726マ

 生き延びるための作文教室 石原 千秋∥著 河出書房新社 2015.7 K816イ

 女子読みのススメ 貴戸 理恵∥著 岩波書店 2013.9 T910キ

 なんで！？納得できない…14歳のきみたちへ
 教科書には載ってない、カゲキな教え

志茂田 景樹∥著 じゃこめてい出版 2014.1 K914シ

 ひとりではじめたアフリカボランティア
 渋谷ギャル店員

栗山 さやか∥著 金の星社 2015.4 T916ク
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