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

現代社会の中の自己・アイデンティティ 梶田叡一／編著 金子書房 １４１.９ゲ
５０オトコはなぜ劣化したのか 香山リカ／著 小学館 １４３.７カ
「すべて投げ出してしまいたい」と思ったら読む本 諸富祥彦／著 朝日新聞出版 １４６.８モ
困難な結婚 内田樹／著 アルテスパブリッシング １５２.２ウ
まじめに生きるって損ですか？ 雨宮まみ／著 ポット出版 １５９.６ア
戦争と看護婦 川嶋みどり／著 国書刊行会 ２１０.７セ
幕末三百藩古写真で見る最後の姫君たち 『歴史読本』編集部／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２８１バ
城主になった女　井伊直虎 梓沢要／著 ＮＨＫ出版 ２８９.１イ
一〇〇年前の女の子 船曳由美／著 文芸春秋 ２８９.１フ
女官 山川三千子／著 講談社 ２８９.１ヤ
図説ジャンヌ・ダルク 上田耕造／著 河出書房新社 ２８９.３ジ

●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

１８歳からの選択 上木原弘修／著 フィルムアート社 ３０４ジ
蔡英文の台湾 張瀞文／著 毎日新聞出版 ３１２.２チ
イギリスのママさん議員奮闘記 ヒラリー・フランク／著 イマジン出版 ３１８.９フ
憲法って、どこにあるの？ 谷口真由美／著 集英社 ３２３.１タ
結婚・事実婚・同棲に迷ったときに読む本 黒沢計男／著・監修 自由国民社 ３２４.６ク
よくわかるリベンジポルノ防止法 平沢勝栄／編著 立花書房 ３２６.２ヨ
５０歳からの人生がもっと楽しくなる仕事カタログ 片桐実央／著 マガジンハウス ３３５カ
活躍する女性会社役員の国際比較 渡辺峻／編著 ミネルヴァ書房 ３３６.３カ
「ハラ・ハラ社員」が会社を潰す 野崎大輔／著 講談社 ３３６.４ノ
結婚クライシス 山田昌弘／著 東京書籍 ３６０.４ヤ
大学生のための社会学入門 篠原清夫／編著 晃洋書房 ３６１ダ
人口の心理学へ 柏木惠子／編 ちとせプレス ３６１.４ジ
女も男もフィールドへ 椎野若菜／編 古今書院 ３６１.９オ
世界一子どもを育てやすい国にしよう 出口治明／著 ウェッジ ３６４.１デ
ホープレス労働 増田明利／著 労働開発研究会 ３６６マ
劣化する雇用 伍賀一道／編著 旬報社 ３６６.２レ
「女性にやさしい」その先へ ＡＥＲＡ編集部／編著 朝日新聞出版 ３６６.３ジ
新・労働契約Ｑ＆Ａ 東京南部法律事務所／編 日本評論社 ３６６.５シ
ルポ父親たちの葛藤 おおたとしまさ／著 ＰＨＰ研究所 ３６６.７オ
アクションを起こそう ジミー・カーター／著 国書刊行会 ３６７.１カ
明治維新とジェンダー 長野ひろ子／著 明石書店 ３６７.２ナ
家族写真をめぐる私たちの歴史 ミリネ／編 御茶の水書房 ３６７.２１カ
ノンママという生き方 香山リカ／著 幻冬舎 ３６７.２１カ
家族のゆくえは金しだい 信田さよ子／著 春秋社 ３６７.３ノ
長女が“母の呪縛”から自由になる方法 横山真香／著 大和出版 ３６７.３ヨ
不自由な男たち 小島慶子／著 祥伝社 ３６７.５コ
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『まじめに生きるって損ですか？』 雨宮まみ／著 ポット出版 （１５９.６ア）

愛されない、美人を使いこなせない、底辺生活から抜け出せない…。

そんな女子たちが吐き出す人生のモヤモヤに著者が寄り添い、答えます。

『ルポ父親たちの葛藤 』 おおたとしまさ／著 ＰＨＰ研究所 （３６６.７オ）

なぜ男性の「家庭進出」は進まないのか。仕事と家庭の板挟みに悩む父親たちの本音や

妻たちの本音、会社の本音、数々のデータを踏まえ、社会を変えていくためのヒントを提案する。

『お母さん、お父さんどうしたのかな？ 』 トゥッティ・ソランタウス／著 東京大学出版会 （Ｔ４９３.７ソ）

親の病気は私のせい？お母さんやお父さんがこころの病気になったとき、子どもによくある悩みや疑問に

答えるハンドブック。
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とまどう男たち　生き方編 伊藤公雄／編 大阪大学出版会 ３６７.５ト
５０歳から始める「安心老後」準備大全 日経ＢＰ社 Ｌ３６７.７ゴ
先生と親のためのＬＧＢＴガイド 遠藤まめた／著 合同出版 ３６７.９エ
ヒューマン・セクソロジー 狛潤一／著 子どもの未来社 ３６７.９ヒ
「鬼畜」の家 石井光太／著 新潮社 ３６８.６イ
昼、介護職。夜、デリヘル嬢。 家田荘子／著 ブックマン社 ３６９.１イ
大学生のためのメンタルヘルスガイド 松本俊彦／編 大月書店 ３７７.９ダ
女の子の学力を大きく伸ばす育て方 江藤真規／著 すばる舎 ３７９.９エ
明治・大正・昭和の化粧文化 ポーラ文化研究所／編集 ポーラ文化研究所 ３８３.５メ
アシュリーの戦争 ゲイル・スマク・レモン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ３９６.２ス

●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

オトコとオンナの生物学 池田清彦／著 ＰＨＰ研究所 ４８１.３イ
うつかな？と思ったら男性更年期を疑いなさい 堀江重郎／著 東洋経済新報社 ４９３.１ホ
痩せ姫 エフ＝宝泉薫／著 ベストセラーズ ４９３.７エ
不妊治療を考えたら読む本 浅田義正／著 講談社 ４９３.７エ
おひとりさまでも最期まで在宅 中沢まゆみ／著 築地書館 ４９５.４ア
ハンセン病療養所に生きた女たち 福西征子／著 昭和堂 ４９８ナ
５０過ぎたら、家事はわり算、知恵はかけ算 沖幸子／著 祥伝社 ４９８.６フ
フルオートでしか洗濯できない人の男の家事 五藤隆介／著 秀和システム ５９０オ
老後のお金備えの正解 有山典子／著 朝日新聞出版
なるほど！育じい道 石蔵文信／著 講談社 ５９０.４マ
定年就農 神山安雄／編著 素朴社 ５９１ア
図説戦時下の化粧品広告〈１９３１－１９４３〉 石田あゆう／著 創元社 ５９９イ

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

フリーダ愛と痛み 石内都／著 岩波書店 L７２３.５イ
ねないこはわたし せなけいこ／作・絵 文芸春秋 ７２６.６セ
楕円球は努力をした者の方へ転がる 講談社／編 講談社 ７８３.４ダ
明日への疾走 山口真理恵／著 実業之日本社
月兎耳の家 稲葉真弓／著 河出書房新社 ７８３.４ヤ
コンビニ人間 村田沙耶香／著 文芸春秋 ９１３.６ム
魂の退社 稲垣えみ子／著 東洋経済新報社 ９１６イ
親の介護、はじまりました。　上・下 堀田あきお／著 ぶんか社 ９１６ホ
キッド ダン・サヴェージ／著 みすず書房 ９３６サ
ジョルジュ＝サンド 坂本千代／著 清水書院 ９５０.２サ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

お母さん、お父さんどうしたのかな？ トゥッティ・ソランタウス／著 東京大学出版会 Ｔ４９３.７ソ
空はいまぼくらふたりを中心に 村上しいこ／著 講談社 Ｔ９１３.６ム
きみが世界を変えるなら１～３ 石井光太／著 ポプラ社 Ｋ１５９イ
わたしたちの家は、ちょっとへんです 岡田依世子／作 偕成社 Ｋ９１３オ
わたしは映画監督ヤング・シャーロット フランク・ビバ／作 西村書店 Ｅビ
しげちゃんとじりつさん 室井滋／作 金の星社 Ｅム
ぼくはひまわり ヒラリー・ロビンソン／文 絵本塾出版 Ｅロ

●ＤＶＤ●
タイトル 監督等 発売者 請求記号

ティム
ロルフ・ヴァン・アイク／監
督

トランスワールドア
ソシエイツ

ＤＭア１７５７

戦力外通告 花堂純次／監督 ＷＯＷＯＷ／発売 ＤＭハ１７５９
小さな生命（いのち）の詩（うた） マクザム ＤＷマ１７６１

　　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)
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