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

文芸的書評集 与那覇恵子／著 めるくまーる ０１９．９ヨ
兵士のアイドル 押田信子／著 旬報社 ０５１．６オ
新編下田歌子著作集 下田歌子／著 三元社 ０８１．６シ
女ごころの発達臨床心理学 長尾博／著 福村出版 １４３．５ナ
愛・性・家族の哲学　１～３ 藤田尚志／編 ナカニシヤ出版 １５２ア
５０代は悩み多きお年頃 槙村さとる／著 光文社 １５９．６マ
キリスト教は女性をどう見てきたか Ｈ．キュンク／著 教文館 １９２キ
慰安婦問題の決算 秦郁彦／著 ＰＨＰ研究所 ２１０．７ハ
少女たちの明治維新 ジャニス・Ｐ．ニムラ／著 原書房 ２８１ニ
古代ローマの女性たち ギイ・アシャール／著 白水社 ２３２ア
才女の歴史 マルヨ・Ｔ．ヌルミネン／著 東洋書林 ２８３ヌ
女城主・井伊直虎 楠戸義昭／著 ＰＨＰ研究所 ２８９．１イ
大橋鎮子 三才ブックス ２８９．１オ
ココ・シャネルの真実 山口昌子／著 講談社 ２８９．３シ

●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

パレスチナを知るための６０章 臼杵陽／編著 明石書店 ３０２．２パ
希望への陰謀 浜矩子／著 現代書館 ３０４キ
日本が世界一「貧しい」国である件について 谷本真由美／著 祥伝社 ３０４タ
社会をちょっと変えてみた 駒崎弘樹／著 岩波書店 ３１２．１コ
大人たちには任せておけない！政治のこと 椎木里佳／著 マガジンハウス ３１２．１シ
蔡英文　新時代の台湾へ 蔡英文／著 白水社 ３１２．２ツ
日本の女性議員 三浦まり／編著 朝日新聞出版 ３１４．１ニ
移動と生存 柄谷利恵子／著 岩波書店 ３１６．１カ
Ｑ＆Ａ親子の法と実務 小島妙子／著 日本加除出版 ３２４．６コ
選択的夫婦別氏制 滝沢聿代／著 三省堂 ３２４．８タ
少子高齢化社会を生きる 清水浩昭／著 人間の科学新社 ３３４．３シ
女性が働き続ける会社のすごい仕組み 雨宮健太／著 現代書林 ３３６．４ア
女性活躍の教科書 麓幸子／編 日経ＢＰ社 ３３６．４ジ
ビジネスパーソンのためのアサーション入門 平木典子／著 金剛出版 ３３６．４ヒ
１０００億円のブームを生んだ考えぬく力 須永珠代／著 日経ＢＰ社 ３４５ス
腐女子の心理学 山岡重行／著 福村出版 ３６１．５ヤ
育児言説の社会学 天童睦子／編著 世界思想社 ３６１．６イ
ここまで進んだ！格差と貧困 稲葉剛／著 新日本出版社 ３６１．８コ
なぜ母親は娘を手にかけたのか 井上英夫／編 旬報社 ３６５．３ナ
混迷する労働者派遣の行方 君嶋護男／著 労働調査会 ３６６．１キ
さあ、育休後からはじめよう 山口理栄／著 労働調査会 ３６６．３ヤ
介護離職しない、させない 和気美枝／著 毎日新聞出版 ３６６．７ワ
女性活躍「不可能」社会ニッポン 渋谷竜一／著 旬報社 ３６６．８シ
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＊ 注目の３冊 ＊

『少女たちの明治維新』 ジャニス・Ｐ．ニムラ／著 原書房 （２８１ニ）

山川捨松、津田うめ、永井繁、明治時代アメリカに渡った３人の少女たち。

困難な留学生活を経て、女性へと成長した彼女たちの濃密な３０年間を描きます。

『未来をひらく男女共同参画 』 西岡正子／編著 ミネルヴァ書房 （３６７.１ミ）

世界規模で推し進められる男女共同参画社会。改めて「ジェンダーとは何か」を

とらえ直し、ジェンダーをめぐる社会・環境の変化をわかりやすく解説します。

『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 （K３６７イ）

性のありかたは人それぞれ。さまざまなセクシュアリティを、インタビューを通して紹介します。

性と自分らしさについて考えるためのブックガイド付き。
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ゆらぐ親密圏とフェミニズム 海妻径子／著 コモンズ ３６７．１カ
教養としてのジェンダーと平和 風間孝／編著 法律文化社 ３６７．１キ
女性のためのライフプランニング 田和真希／著 大学教育出版 ３６７．１タ
未来をひらく男女共同参画 西岡正子／編著 ミネルヴァ書房 ３６７．１ミ
京城のモダンガール 徐智瑛／著 みすず書房 ３６７．２２ソ
逃げたい娘　諦めない母 朝倉真弓／著 幻冬舎 ３６７．３ア
夫と妻の生涯発達心理学 宇都宮博／編著 福村出版 ３６７．３オ
〈オトコの育児〉の社会学 工藤保則／編著 ミネルヴァ書房 ３６７．３オ
ママっ子男子とバブルママ 原田曜平／著 ＰＨＰ研究所 ３６７．５ハ
下流中年 雨宮処凛／著 ＳＢクリエイティブ ３６７．７カ
闇の女たち 松沢呉一／著 新潮社 ３６８．４マ
わが家の防災ハンドブック 山村武彦／監修 家の光協会 ３６９．３ワ
地方都市から子どもの貧困をなくす 志賀信夫／編著 旬報社 ３６９．４チ
男子問題の時代？ 多賀太／著 学文社 ３７１．３タ
自閉症ガールひまわりさんの日常 成沢真介／著 少年写真新聞社 ３７８ナ
化粧の日本史 山村博美／著 吉川弘文館 ３８３．５ヤ
裸はいつから恥ずかしくなったか 中野明／著 筑摩書房 ３８４．７ナ

●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

Ａ　Ｃｈｉｌｄ　ｉｓ　Ｂｏｒｎ レナルト・ニルソン／写真 あすなろ書房 ４９１．３ニ
貧血大国・日本 山本佳奈／著 光文社 ４９３．１ヤ
拒食症と過食症の治し方 切池信夫／監修 講談社 ４９３．７キ
女性ホルモンの教科書 黒住紗織／著 日経ＢＰ社 ４９５ク
産み育てと助産の歴史 白井千晶／編著 医学書院 ４９５．９ウ
働くお母さんの楽しみ方 西郷美穂子／著 朝日新聞出版 ５９０サ
定年までにやるべき「お金」のこと 深田晶恵／著 ダイヤモンド社 ５９１フ
日本人はもうセックスしなくなるのかもしれない 湯山玲子／著 幻冬舎 ５９８．２ユ
男の“ええ加減”料理はフライパンひとつ 石蔵文信／著 講談社 ５９６イ
日本の性風俗 中村淳彦／著 メディアックス ６７３．９ナ
「つくす」若者が「つくる」新しい社会 藤本耕平／著 ベストセラーズ ６７５フ

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

浮世絵の女たち 鈴木由紀子／著 幻冬舎 ７２１．８ス
映画なしでは生きられない 真魚八重子／著 洋泉社 ７７８マ
痴女の誕生 安田理央／著 太田出版 ７７８．２ヤ
彼女たちの文学 飯田祐子／著 名古屋大学出版会 ９１０．２イ
少女は花の肌をむく 朝比奈あすか／著 中央公論新社 ９１３．６ア
虫たちの家 原田ひ香／著 光文社 ９１３．６ハ
旦那（アキラ）さんはアスペルガー 野波ツナ／著 コスミック出版 ９１６ノ
ルイザ・メイ・オルコットの秘密 廉岡糸子／著 燃焼社 ９３０．２カ
スーパー母さんダブリンを駆ける リオ・ホガーティ／作 未知谷 ９３６ホ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

思春期サバイバル ２ ここから探検隊／制作 はるか書房 Ｔ３７１シ
人生の答えは家庭科に聞け！ 堀内かおる／著 岩波書店 Ｔ５９０ホ
マンガがあるじゃないか 河出書房新社／編 河出書房新社 Ｔ７２６マ
ルビィのぼうけん リンダ・リウカス／作 翔泳社 Ｋ００７リ
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 Ｋ３６７イ
七十二歳の卒業制作 田村せい子／作 福音館書店 Ｋ９１３タ
ぼくのおばあちゃんはキックボクサー ねじめ正一／作 くもん出版 Ｅネ
おかんとおとん 平田昌広／ぶん 大日本図書 Ｅヒ

　　愛知県女性総合センター（ウィルあいち）情報ライブラリー
　 　　　（利用時間 ： 火曜日～日曜日 午前９時～午後７時　　休業日 ： 月曜日・祝日・年末年始ほか)

　　　　　名古屋市東区上竪杉町1番地　愛知県女性総合センター（ウィルあいち）１階

　　　　　ＴＥＬ　：　０５２‐９６２‐２５１０（直通）　　　　ＦＡＸ　：０５２‐９６２‐２６１０
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