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

５０歳からはじめる人生整理術 柴田和枝／著 日経ＢＰ社 ００７.６シ

性暴力被害者への支援 小西聖子／ほか編 誠信書房 １４６.８セ
近代日本のキリスト教と女子教育 キリスト教史学会／編 教文館 １９２.１キ

下級武士の日記でみる江戸の「性」と「食」 永井義男／著 河出書房新社 ２１０.５ナ

ヒトラーの娘たち ウェンディ・ロワー／著 明石書店 ２３４ロ
ファミリア創業者坂野惇子 中野明／著 中央公論新社 ２８９.１バ
幕末の女医、松岡小鶴 松岡小鶴／著 藤原書店 ２８９.１マ
カンパン夫人 イネス・ド・ケルタンギ／著 白水社 ２８９.３カ

●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

ＴＨＩＳ　ＩＳ　ＪＡＰＡＮ ブレイディみかこ／著 太田出版 ３０２.１ブ
武器としての人口減社会 村上由美子／著 光文社 ３０２.１ム
「憲法改正」に最低８年かける国 須永昌博／著 海象社 ３０２.３ス
戦後７０年－いま、女たちは発言する 渡辺一枝／ほか述 オフィスエム ３０４セ
分断社会ニッポン 井手英策／ほか著 朝日新聞出版 ３０４ブ
親密圏における暴力 手嶋昭子／著 信山社 ３２１.３テ
パートナーシップ・生活と制度 杉浦郁子／ほか編著 緑風出版 ３２４.６パ
「持たざる国」からの脱却 松元崇／著 中央公論新社 ３３２.１マ
育児介護休業の実務と手続き 岡田良則／ほか著 自由国民社 ３３６.４オ
最新コーチングの手法と実践がよ～くわかる本 谷口祥子／著 秀和システム ３３６.４タ
「多様な働き方」を実現する役割等級人事制度 西村聡／ほか著 日本法令 ３３６.４ニ
一瞬で場をつかむ！プレゼン伝え方のルール 森本曜子／著 同文舘出版 ３３６.４モ
離婚とお金 高橋愛子／著 プレジデント社 ３３８.７タ
映画は社会学する 西村大志／ほか編 法律文化社 ３６１エ
ジェンダーステレオタイプ・パラドックス 潮村公弘／著 丸善雄松堂 ３６１.４シ
労働基準法がよくわかる本　’１６～’１７年版 下山智恵子／著 成美堂出版 ３６６.１シ
６０代の得する「働き方」ガイド 酒井富士子／著 近代セールス社 ３６６.２サ
いのちの女たちへ 田中美津／著 パンドラ ３６７.１タ
ＷＯＭＥＮ　ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ　１００ ベッツィ・トイチュ／著 英治出版 ３６７.２ト
夢みる教養 小平麻衣子／著 河出書房新社 ３６７.２１オ
「人生案内」にみる女性の生き方 大日向雅美／著 日本評論社 ３６７.３オ
りこんのこども 紫原明子／著 マガジンハウス ３６７.４シ
広がるミサンドリー ポール・ナサンソン／著 彩流社 ３６７.５ナ
「プチ虐待」の心理 諸富祥彦／著 青春出版社 ３６７.６モ
老後ひとりぼっち 松原惇子／著 ＳＢクリエイティブ ３６７.７マ
当世出会い事情 アジズ・アンサリ／ほか著 亜紀書房 ３６７.９ア
人はなぜ不倫をするのか 亀山早苗／著 ＳＢクリエイティブ ３６７.９カ
貧困の現場から社会を変える 稲葉剛／著 堀之内出版 ３６８.２イ
近代日本公娼制の政治過程 関口すみ子／著 白沢社 ３６８.４セ
不可視の性暴力 田中麻子／著 大月書店 ３６８.６タ
子どもを守る防災手帖 ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ／編著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ３６９.３コ
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＊ 注目の３冊 ＊

『性暴力被害者への支援』 小西聖子／ほか編 誠信書房 （１４６．８セ）

性暴力被害者支援の現場で豊富な臨床実践を積み重ねてきた著者が、

被害者の現状や支援の実際について、事例を交えつつ最新の知見を提供する。

『老後ひとりぼっち』 松原惇子／著 ＳＢクリエイティブ （３６７．７マ）

結婚してても、子アリでも、最後はひとり。４割が「独居老人」の時代に

ひとりで暮らし、生きることの問題点や乗り切り方を考える。

『ＬＧＢＴなんでも聞いてみよう』 ＱＷＲＣ／ほか著 子どもの未来社 （Ｔ３６７ク）

中・高生から実際に出た質問に答えるＱ＆Ａ方式で、多様な「性」について考える。相談先も掲載。
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給食費未納 鳫咲子／著 光文社 ３６９.４ガ
はい。赤ちゃん相談室、田尻です。 田尻由貴子／著 ミネルヴァ書房 ３６９.４タ
貧困と保育 秋田喜代美／ほか編著 かもがわ出版 ３６９.４ヒ
中高生からのライフ＆セックスサバイバルガイド 松本俊彦／ほか編 日本評論社 ３７１.４チ
男性養護教諭がいる学校 川又俊則／ほか著 かもがわ出版 ３７４.９カ
幼児の性自認 大滝世津子／著 みらい ３７６.１オ
性的不能の文化史 アンガス・マクラレン／著 作品社 ３８４.７マ

●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

夫がアスペルガーと思ったとき妻が読む本 宮尾益知／ほか著 河出書房新社 ４９３.７ミ
今若者が危ない性感染症 石和久／著 慧文社 ４９４.９イ
生殖医療の衝撃 石原理／著 講談社 ４９５.４イ
ポジティブ妊活７つのルール 田口早桐／著 主婦の友社 ４９５.４タ
妊娠・出産・子育てをめぐるこころのケア 永田雅子／編著 ミネルヴァ書房 ４９５.５ナ
図解「めんどくさい」をスッキリ消す技術 奥田弘美／著 マキノ出版 ４９８.３オ
生活の視点でとく都市計画 薬袋奈美子／ほか著 彰国社 L５１８.８セ
五感経営 石坂典子／著 日経ＢＰ社 ５１９.７イ
育ジージがやってくる 菅谷洋司／著 東方出版 ５９９ス

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

サザエさんからいじわるばあさんへ 樋口恵子／著 朝日新聞出版 ７２６.１ヒ
一日一日、強くなる 伊調馨／著 講談社 ７８８.２イ
大人の女の話し方 クリスティーン・ヤーンケ／著 海と月社 ８０９.４ヤ
樋口一葉 小野芙紗子／著 清水書院 ９１０.２オ
農ガール、農ライフ 垣谷美雨／著 祥伝社 ９１３.６カ
生きづらい世を生き抜く作法 雨宮処凛／著 あけび書房 ９１４.６ア
ＤＶシェルターの女たち 春日野晴子／著 彩図社 ９１６カ
ＳＥＶＥＮ・セブン ポーラ・シズマー／ほか作 而立書房 ９３２.７セ
クィア短編小説集 Ａ．Ｃ．ドイル／ほか著 平凡社 ９３３ク
グリム童話のメタファー 野口芳子／著 勁草書房 ９４０.２ノ
サバイバー マルセーラ・ロアイサ／著 ころから ９６６ロ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

ＬＧＢＴなんでも聞いてみよう ＱＷＲＣ／ほか著 子どもの未来社 Ｔ３６７ク
飛び込み台の女王 マルティナ・ヴィルトナー／作 岩波書店 Ｔ９４３ウ
夜露姫 みなと菫／著 講談社 Ｔ９１３ミ
こころのふしぎたんけんえほん 平木典子／監修 ＰＨＰ研究所 Ｋ１４０コ
これから戦場に向かいます 山本美香／写真と文 ポプラ社 Ｋ３１９ヤ
子どものうちに知っておきたい！おしゃれ障害 岡村理栄子／監著 少年写真新聞社 Ｋ４９４コ
私が今日も、泳ぐ理由 金治直美／文 学研プラス Ｋ７８５カ
サリバン先生とヘレン デボラ・ホプキンソン／文 光村教育図書 Ｅコ
パパとママのつかいかた ピーター・ベントリー／ぶん ＢＬ出版 Ｅベ

●ＤＶＤ●
タイトル 監督等 発売者 請求記号

行動する女が未来を拓く
「行動する女たちの会」映像
を記録する委員会／制作

「行動する女たち
の会」映像を記録
する委員会

ＤＷア１７６２

女性の活躍、わが社のチャレンジショートフィル
ム2016

あいち男女共同参画財団／
企画,制作

あいち男女共同参
画財団

ＤＷア１７６３
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