
●哲学、歴史●（心理学、伝記など）
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

性倒錯者 ジェシー・ベリング／著 化学同人 １４５．７ベ
人はなぜ裏切りに目をつぶるのか ジェニファー・フレイド／著 亜紀書房 １４６．１フ
ジェンダーとセックス 及川卓／著 弘文堂 １４６．８オ
「働き盛り」のＮＰＯ 島田恒／著 東洋経済新報社 １５９．４シ
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／著 ダイヤモンド社 １５９．４タ

戦場の性
レギーナ・ミュールホイ
ザー／著

岩波書店 ２３０．７ミ

いのちの科学を紡いで 太田敏子／著 ドメス出版 ２８９．１オ

●社会科学●（政治、法律、経済、社会（女性学・男性学を含む）、教育など）
書　　名 著　　者 出版者 請求記号

開発なき成長の限界 アマルティア・セン／著 明石書店 ３０２．２セ
「意地悪」化する日本 内田樹／著 岩波書店 ３０４ウ
誰でもできるロビイング入門 明智カイト／著 光文社 ３１２．１ア
ヒューマンライツ 香山リカ／著 ころから ３１６．１カ
女性官僚という生き方 村木厚子／編 岩波書店 ３１７．３ジ
あなたのまちの政治は案外、あなたの力でも変
えられる

五十嵐立青／著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

３１８イ

事実婚・内縁　同性婚２人のためのお金と法律 今井多恵子／共著 日本法令 ３２４．６ジ
無戸籍の日本人 井戸まさえ／著 集英社 ３２４．８イ
愛と経済のバトルロイヤル 橘木俊詔／著 青土社 ３３０．４タ
日本の少子化百年の迷走 河合雅司／著 新潮社 ３３４．３カ
移動を生きる 小ケ谷千穂／著 有信堂高文社 ３３４．５オ
やむなくリーダーになる人が結果を出すために
読む本

折戸裕子／著 明日香出版社 ３３６．３オ

女性活躍最強の戦略 小室淑恵／著 日経ＢＰ社 ３３６．４コ
友情化する社会 デボラ・チェンバース／著 岩波書店 ３６１．３チ
１８歳からの社会保障読本 小塩隆士／著 ミネルヴァ書房 ３６４オ
貧困大国ニッポンの課題 橘木俊詔／著 人文書院 ３６４．１タ
ＱＡ労働・家族・ケアと法 水谷英夫／著 信山社 ３６６．１ミ
マタハラ問題 小酒部さやか／著 筑摩書房 ３６６．３オ
「働くママ」の仕事術 金沢悦子／著 かんき出版 ３６６．３カ
職場のハラスメント 中井智子／著 労務行政 ３６６．３ナ
働く女子の運命 浜口桂一郎／著 文芸春秋 ３６６．３ハ
韓国の少子化と女性雇用 裵海善／著 明石書店 ３６６．３ベ
相談の力 須藤八千代／編著 明石書店 ３６７．１ソ
女性と子どもの貧困 樋田敦子／著 大和書房 ３６７．２１ヒ
女子のチカラ 米沢泉／著 勁草書房 ３６７．２１ヨ
ラテンアメリカ２１世紀の社会と女性 国本伊代／編 新評論 ３６７．２５ラ
家族病 金盛浦子／著 さくら舎 ３６７．３カ
「専業主夫」になりたい男たち 白河桃子／著 ポプラ社 ３６７．３シ
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＊ 注目の３冊 ＊
『にじ色の本棚』 原ミナ汰／ほか編著 三一書房 （３６７．９ニ）

多様な性を生きる人々の生活史、文化史、社会史、思想史をたどるための本を紹介。

サポートする側にもおすすめ。

『僕が家庭科教師になったわけ』 小平陽一／著 太郎次郎社エディタス （３７５．５コ）

生活科学に目覚め、化学から家庭科教師になった男性が、家庭科を通じて性別役割分業

意識の見直し、多様化する家族について考える。

『９９０円のジーンズがつくられるのはなぜ？』 長田華子／著 合同出版 （Ｔ５８９．２ナ）

バングラデシュの縫製工場で、劣悪な労働条件と職場環境で働く女性たちのために、私たちができることとは？
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お母さん、私を自由にして！ 高橋リエ／著 飛鳥新社 ３６７．３タ
父親（オトン）が子どもとがっつり遊べる時期はそ
う何年もない。

布施太朗／著 三輪舎 ３６７．３フ

みんな「夫婦」で病んでいる 本田りえ／著 主婦の友社 ３６７．３ホ

ルポ消えた子どもたち
ＮＨＫスペシャル「消えた子
どもたち」取材班／著

ＮＨＫ出版 ３６７．６エ

われら勝ち得し世界 ジェフリー・ウィークス／著 弘文堂 ３６７．９ウ
同性パートナーシップ証明、はじまりました。 エスムラルダ／著 ポット出版 ３６７．９エ
にじ色の本棚 原ミナ汰／編著 三一書房 ３６７．９ニ
同性愛は「病気」なの？ 牧村朝子／著 星海社 ３６７．９マ
ワークショップでつくる防災戦略 田村圭子／編著 日経ＢＰコンサルティング ３６９．３タ
日本の母子福祉 流石智子／著 あいり出版 ３６９．４サ
ネウボラ　フィンランドの出産・子育て支援 高橋睦子／著 かもがわ出版 ３６９．４タ
僕が家庭科教師になったわけ 小平陽一／著 太郎次郎社エディタス ３７５．５コ
ママの心が楽になる子育て心理戦 新井慎一／著 イースト・プレス ３７９．９ア
その「グローバル教育」で大丈夫？ ヤマザキマリ／著 朝日新聞出版 ３７９．９ヤ
平成の家族と食 品田知美／編 晶文社 ３８３．８ヘ

●自然科学、技術、産業●（生物化学、医学・薬学、生活科学など）
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

女性のＡＤＨＤ 宮尾益知／監修 講談社 ４９３．７ジ

発達障害に気づかない母親たち 星野仁彦／著
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

４９３．７ホ

みんなの家事ブック 本多さおり／監修 マイナビ出版 ５９０ミ
子どもと食べたい時短おやつ 菅野のな／著 辰巳出版 Ｌ５９６．６ス
孫育ての時間（とき） 山県威日／編 吉備人出版 ５９９マ
女と夜と死の広告学 関沢英彦／著 晃洋書房 ６７４．１セ
広告は、社会を揺さぶった 脇田直枝／著 宣伝会議 ６７４．２ワ

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

健脚商売 伊勢華子／著 中央公論新社 ７８８．６イ
書く女 永井愛／著 而立書房 ９１２．６ナ
女子大で『源氏物語』を読む 木村朗子／著 青土社 ９１３．３キ
かんかん橋を渡ったら あさのあつこ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ９１３．６ア
一〇三歳、ひとりで生きる作法 篠田桃紅／著 幻冬舎 ９１４．６シ
かわいい夫 山崎ナオコーラ／著 夏葉社 ９１４．６ヤ
９６歳の姉が、９３歳の妹に看取られ大往生 松谷天星丸／著 幻冬舎 ９１６マ

リリーのすべて
デイヴィッド・エバーショフ
／著

早川書房 ９３３エ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

ＬＧＢＴＱを知っていますか？ 日高庸晴／監著 少年写真新聞社 Ｔ３６７．９エ
ちいさなちいさなベビー服 八束澄子／作 新日本出版社 Ｔ４９５ヤ
９９０円のジーンズがつくられるのはなぜ？ 長田華子／著 合同出版 Ｔ５８９．２ナ
ママはお医者さん あさのあつこ／作 講談社 Ｋ４９８ア
キキに出会った人びと 角野栄子／作 福音館書店 Ｋ９１３カ
考えよう！やってみよう！フェアトレード 1～3 こどもくらぶ／編 彩流社 Ｋ６７８カ
マザー・テレサ愛と祈りをこめて 中井俊已／作 ＰＨＰ研究所 Ｅナ

●ＤＶＤ●
タイトル 監督等 発売者 請求記号

うまれる
豪田　トモ／企画，監督，
撮影

うまれるパート
ナーズ（発売）

ＤＷウ１７２９
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