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

ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ リンダ・グラットン／著 東洋経済新報社 １５９グ
オンナの敵はオンナ 大谷由里子／著 きずな出版 １５９．４オ
宗教とジェンダーのポリティクス 川橋範子／編 昭和堂 １６１シ
アジア女性基金と慰安婦問題 和田春樹／著 明石書店 ２１０．７ワ
近代日本を創った７人の女性 長尾剛／著 ＰＨＰ研究所 ２８１ナ
紀州のエジソンの女房 梶山寿子／著 中央公論新社 ２８９．１シ
井伊直虎 夏目琢史／著 講談社 ２８９．１ナ
マリー・キュリーの挑戦 川島慶子／著 トランスビュー ２８９．３キ

●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

オランダから見える日本の明日 大槻紀夫／著 悠書館 ３０２．３オ
毎日同じ服を着るのがおしゃれな時代 三浦展／著 光文社 ３０４ミ
ハンナ＝アーレント 太田哲男／著 清水書院 ３１１．２オ
縮充する日本 山崎亮／著 ＰＨＰ研究所 ３１８．８ヤ
お金の終活 山田和美／著 すばる舎 ３２４．７ヤ
「近代化」は女性の地位をどう変えたか 田中由美子／著 新評論 ３３３．８タ
Ｎ女の研究 中村安希／著 フィルムアート社 ３３５．８ナ
ずっと働ける会社 小酒部さやか／著 花伝社 ３３６．４オ
統計学が日本を救う 西内啓／著 中央公論新社 ３５０．１ニ
古市くん、社会学を学び直しなさい！！ 古市憲寿／著 光文社 ３６１フ
娘と話すメディアってなに？ 山中速人／著 現代企画室 ３６１．４ヤ
排除と差別の社会学 好井裕明／編 有斐閣 ３６１．８ハ
フランスはどう少子化を克服したか 高崎順子／著 新潮社 ３６４．１タ
正社員になる履歴書・職務経歴書の書き方 就活フォーラム２１／著 自由国民社 ３６６．２シ
キャリアと出産 大葉ナナコ／著 河出書房新社 ３６６．３オ
セクハラ・パワハラは解決できる！ 神坪浩喜／著 労働調査会 ３６６．３カ
働き女子＠台湾 蔡蕙頻／著 凱風社 ３６６．３サ
あごら　全三巻 あごら九州／編 石風社 ３６７．１ア
Ｓｈｅという生き方 嶋守さやか／編著 新評論 ３６７．１シ
モテる構造 山田昌弘／著 筑摩書房 ３６７．１ヤ
あいち女性面白マップ 2016 ウィル２１フォーラム／〔編〕 ウィル２１フォーラム Ｄ３６７．２１ア
“私”を選択する女性心理 武田圭太／著 学文社 ３６７．２１タ
中国のメディア・表象とジェンダー 中国女性史研究会／編 研文出版 ３６７．２２チ
〈ハイブリッドな親子〉の社会学 野辺陽子／著 青弓社 ３６７．３ハ
男性問題から見る現代日本社会 池谷寿夫／編 はるか書房 ３６７．５ダ
ＬＧＢＴだけじゃ、ない！「性別」のハナシ 新井祥／著 ぶんか社 ３６７．９ア
性と国家 北原みのり／著 河出書房新社 ３６７．９キ
ゲイカップルに萌えたら迷惑ですか？ 牧村朝子／著 イースト・プレス ３６７．９マ
ミズーラ ジョン・クラカワー／著 亜紀書房 ３６８．６ク
災害と子ども支援 安部芳絵／著 学文社 ３６９．４ア
教師の声を聴く 浅井幸子／編著 学文社 ３７４．３キ
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＊ 注目の３冊 ＊

『オンナの敵はオンナ』 大谷由里子／著 きずな出版 （１５９．４オ）

友達、先輩、後輩、上司、部下、姑、ママ友、友達の妻…。「女同士ならわかり

あえるはず」は幻想？！ 男性にも読んでほしい、働く女たちの現実。

『ブラジャーで勲章をもらった男』 西田清美／著 集英社 （５８９．２ニ）

下着は白が常識の時代に「肌色(ベージュ)」を考案。「長時間つけても苦しくない」

ブラ作りに奔走し、日本の女性下着に革命を起こした男性の半生を描く。

『イラスト版 子どものストレスマネジメント』 伊藤絵美／著 合同出版 （Ｔ４９８イ）

心理学的アプローチに基づいたストレスマネジメントの考え方や方法を子ども向けに紹介。
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ハンバーガグー！ てぃ先生／著 ベストセラーズ ３７６．１テ
アクティブトランジション 舘野泰一／編著 三省堂 ３７７．９ア
ＳＫＩＰ終結宣言－私たちＮＰＯを解散します ＳＫＩＰ編集委員会／編著 風媒社 ３７９．４ス
戦争社会学 好井裕明／編著 明石書店 ３９１．１セ

●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

頭痛女子バイブル 五十嵐久佳／監修 世界文化社 ４９３．７ズ
身近な人ががんになったときに役立つ知識７６ 内野三菜子／著 ダイヤモンド社 ４９４．５ウ
女性医療のすべて 太田博明／編集 メディカルレビュー社 ４９５ジ
女性のがんの本当の話 仲田洋美／著 ワニブックス ４９５．４ナ
不妊治療の不都合な真実 放生勲／著 幻冬舎 ４９５．４ホ
ブラジャーで勲章をもらった男 西田清美／著 集英社 ５８９．２ニ
隠れ貧困に陥らない！「女の年金」と貯蓄術 中央公論新社 Ｌ５９１カ
男めし入門 加藤和子／著 講談社 ５９６カ
働くママの時短ごはん 武蔵裕子／著 女子栄養大学出版部 ５９６ム
忙しい人のための家事をラクにする収納 梶ケ谷陽子／著 エクスナレッジ ５９７．５カ
赤ちゃんがやってくる！ 渡辺大地／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ５９８．２ワ
ＡＥＲＡ　ｗｉｔｈ　Ｂａｂｙ 朝日新聞出版 Ｌ５９９ア

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

ありがちな女じゃない レナ・ダナム／著 河出書房新社 ７７８．２ダ
これからの家族の話をしよう 小島慶子／著 海竜社 ７７９．９コ
ラブ・ゲーム エリザベス・ウィルソン／著 白水社 ７８３．５ウ
１０人の声で聞く！女性リーダーの英語 コスモピア編集部／編 コスモピア ８３７．８ジ
自伝的女流文壇史 吉屋信子／著 講談社 ９１０．２ヨ
花は散るもの人は死ぬもの 長嶋南子／著 花神社 ９１１．５ナ
我ら荒野の七重奏（セプテット） 加納朋子／著 集英社 ９１３．６カ
ブスの本懐 カレー沢薫／著 太田出版 ９１４．６カ
緋の舟 志村ふくみ／著 求竜堂 ９１５．６シ
雪原にひとり囚われて 坂間文子／著 復刊ドットコム ９１６サ
棺の女 リサ・ガードナー／著 小学館 ９３３ガ
現代アイルランド女性作家短編集 エドナ・オブライアン／著 新水社 ９３３．７ゲ
愛は戦渦を駆け抜けて リンジー・アダリオ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ９３６ア

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

やだやだパパやだ！ 天野慶／文 ほるぷ出版 Ｅア
キルトでつづるものがたり バーバラ・ハーカート／文 さ・え・ら書房 Ｅハ
自然保護レンジャーになるには 須藤ナオミ／著 ぺりかん社 Ｔ３６６．２ナ
研究するって面白い！ 伊藤由佳理／編著 岩波書店 Ｔ４０２ケ
イラスト版子どものストレスマネジメント 伊藤絵美／著 合同出版 Ｔ４９８イ
クレオパトラ 長谷川奏／監修 集英社 Ｋ２８９ク
十一月のマーブル 戸森しるこ／著 講談社 Ｋ９１３ト
オンネリとアンネリのふゆ マリヤッタ・クレンニエミ／作 福音館書店 Ｋ９９３ク

●ＤＶＤ●
タイトル 監督等 発売者 請求記号

わたしはマララ
デイヴィス・グッゲンハイム
／監督，制作

２０世紀フォックス
ホームエンターテイメ
ントジャパン

ＤＷグ１７６６

何を怖れる 松井久子／監督
エッセン・コミュニケー
ションズ

ＤＷマ１７６５

　　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
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