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

「暮しの手帖」とわたし 大橋鎮子／著 暮しの手帖社 ０２３オ
中高年がキレる理由（わけ） 榎本博明／著 平凡社 １４３．７エ

セルフ・コーチング入門 本間正人／著
日本経済新聞出
版社

１５９ホ

働く女性たちへ 佐々木常夫／著 ＷＡＶＥ出版 １５９．４サ
「慰安婦」問題・日韓「合意」を考える 前田朗／編著 彩流社 ２１０．７マ
古代東アジアの女帝 入江曜子／著 岩波書店 ２２０イ

フランスを目覚めさせた女性たち ジャン＝ルイ・ドブレ／著
パド・ウィメンズ・オ
フィス

２８３．５ド

母の母、その彼方に 四方田犬彦／著 新潮社 ２８８．３ヨ
清掃はやさしさ 新津春子／著 ポプラ社 ２８９．１ニ

●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

自分の半径５ｍから日本の未来と働き方を考え
てみよう会議

出口治明／著 ＳＢクリエイティブ ３０４デ

１８歳選挙権で政治はどう変わるか 飯田泰士／著 昭和堂 ３１４．８イ
離別後の親子関係を問い直す 小川富之／編 法律文化社 ３２４．６リ
少子化は止められるか？ 阿部正浩／編著 有斐閣 ３３４．３ア
１００万円から起業して成功する方法 横山禎一／著 さくら舎 ３３５ヨ
労働時間革命 小室淑恵／著 毎日新聞出版 ３３６．２コ
図解社会人の基本敬語・話し方大全 岩下宣子／著 講談社 ３３６．４イ
たったこれだけ！女性社員からついていきたいと
言われるリーダーになる方法

木野島光美／著 現代書林 ３３６．４キ

日本でいちばん社員のやる気が上がる会社 坂本光司／著 筑摩書房 ３３６．４サ

社会学入門 森岡清志／編著
放送大学教育振
興会

３６１シ

２１世紀日本の格差 橘木俊詔／著 岩波書店 ３６１．８タ
誇り・味方・居場所 大熊由紀子／著 ライフサポート社 ３６４オ
歴史のなかの消費者 ペネロピ・フランクス／編 法政大学出版局 ３６５レ
少子高齢社会の家族・生活・福祉 高尾公矢／編 時潮社 ３６５．５シ
君たちはどう働くか 今野晴貴／著 皓星社 ３６６コ
新よくわかる労働基準法 労働調査会出版局／編 労働調査会 ３６６．１シ
就業機会と報酬格差の社会学 有田伸／著 東京大学出版会 ３６６．２ア
６５歳で月収４万円。年金をもらいながらちょこっ
と稼ぐコツ

阿部絢子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ３６６．２ア

キャリアデザイン入門１・２ 大久保幸夫／著
日本経済新聞出
版社

３６６．２オ

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／著 かんき出版 ３６６．３カ

ジェンダーの政治経済学 原伸子／著 有斐閣 ３６７．１ハ
愛を言い訳にする人たち 山口のり子／著 梨の木舎 ３６７．１ヤ
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『俺たち妊活部』 村橋ゴロー／著 主婦の友社 （５９８．２ム）

男性が語る不妊治療体験。なかなか妊娠に至らず時間だけが過ぎていく残酷さ、

不妊治療に伴うコストの重さやストレス･･･。夫婦の絆をより深めるための妊活とは？

『いいタッチわるいタッチ』 安藤由紀／著 復刊ドットコム （Ｅア）

子どもに教えたい「いいタッチ」と「わるいタッチ」。違いを理解することが、自分を守る力に繋がります。

新着資料案内
― ４・５月分一部抜粋 ―

あらかると
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モダンガールのスヽメ 浅井カヨ／著 原書房 ３６７．２１ア
貧困女子のリアル 沢木文／著 小学館 ３６７．２１サ
アフリカの女性とリプロダクション 落合雄彦／編著 晃洋書房 ３６７．２４オ
夫に死んでほしい妻たち 小林美希／著 朝日新聞出版 ３６７．３コ
子の無い人生 酒井順子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ３６７．３サ
アメリカで生きた女性たち 浅井正行／著 風間書房 ３６７．４ア
後妻白書 工藤美代子／著 小学館 ３６７．４ク
家族難民 山田昌弘／著 朝日新聞出版 ３６７．４ヤ
男が働かない、いいじゃないか！ 田中俊之／著 講談社 ３６７．５タ

ＬＧＢＴの子どもに寄り添うための本
ダニエル・オウェンズ＝
リード／著

白桃書房 ３６７．９オ

ルポ同性カップルの子どもたち 杉山麻里子／著 岩波書店 ３６７．９ス
同性婚のリアル 東小雪／著 ポプラ社 ３６７．９ヒ
ストーカー加害者 田淵俊彦／著 河出書房新社 ３６８．６タ
女性目線で徹底的に考えた防災ＢＯＯＫ マガジンハウス Ｌ３６９．３ジ
１０代の母というライフスタイル 大川聡子／著 晃洋書房 ３６９．４オ
日本の子育て共同参画社会 金子勇／著 ミネルヴァ書房 ３６９．４カ
虐待の淵を生き抜いて 島田妙子／著 毎日新聞出版 ３６９．４シ
「日本女性学習財団賞」受賞レポート集　ｖｏｌ．５ 日本女性学習財団／編 日本女性学習財団 Ｄ３７９．４ニ
近代日本における出産と産屋 伏見裕子／著 勁草書房 ３８５．２フ

●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

更年期をハッピーに生きる幸年期メソッド 宇江佐りえ／著 自由国民社 ４９５．１ウ
ザ・町工場 諏訪貴子／著 日経ＢＰ社 ５３２ス
女ひとりの楽しい暮らし方 オレンジページ ５９０．４オ
忙しい人の家族ごはん 城川朝／著 講談社 ５９６シ
俺たち妊活部 村橋ゴロー／著 主婦の友社 ５９８．２ム
風俗嬢という生き方 中塩智恵子／著 光文社 ６７３．９ナ

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

女流画家ゲアダ・ヴィーイナと「謎のモデル」 荒俣宏／著 新書館 ７２３．３ア
女性と茶の湯のものがたり 依田徹／著 淡交社 ７９１．２ヨ
セーラー服の歌人　鳥居 岩岡千景／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ９１１．１イ
まく子 西加奈子／著 福音館書店 ９１３．６ニ
われらが胸の底 落合恵子／著 かもがわ出版 ９１４．６オ
ビアン婚。 一ノ瀬文香／著 双葉社 ９１６イ
屋根裏の仏さま ジュリー・オオツカ／著 新潮社 ９３３オ
モッキンバードの娘たち ショーン・ステュアート／著 東京創元社 ９３３ス

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

人生を切りひらいた女性たち 1 池内了／監修 教育画劇 Ｋ２８０ジ

きょうはかぜでおやすみ
パトリシア・マクラクラン／
ぶん

大日本図書 Ｋ９３３マ

いいタッチわるいタッチ 安藤由紀／著 復刊ドットコム Ｅア
かあちゃんえほんよんで かさいまり／文 絵本塾出版 Ｅカ

●ＤＶＤ●
タイトル 監督等 発売者 請求記号

ふしぎな岬の物語 成島出／監督 東映ビデオ ＤＭナ１７３９

いわさきちひろ 海南友子／監督
ホライズンフィー
チャーズ

ＤＷホ１７３０
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