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

読書する女たち 宇野木めぐみ／著 藤原書店 ０１９ウ
急に不機嫌になる女　無関心になる男 姫野友美／著 青春出版社 １４３.１ヒ
親に壊された心の治し方 藤木美奈子／著 講談社 １４６.８フ
斎王研究の史的展開 所京子／著 勉誠出版 １７５.８ト
イエス・キリストの系図を彩る女性たち 平山澄江／著 キリスト新聞社 １９３ヒ
キャリバンと魔女 シルヴィア・フェデリーチ／著 以文社 ２３０.５フ
「戦争体験」とジェンダー 望戸愛果／著 明石書店 ２５３モ
小林カツ代伝 中原一歩／著 文芸春秋 ２８９.１コ

●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

世界がもし１００人の村だったら 　お金篇 マガジンハウス ３０４セ
イギリス女性参政権運動とプロパガンダ 佐藤繭香／著 彩流社 ３１４.８サ
被爆７０年ジェンダー・フォーラムｉｎ広島「全記録」 ひろしま女性学研究所 ３１９.８ヒ
誰も教えてくれない妻のための相続とお金の話 植田統／著 朝日新聞出版 ３２４.７ウ
はじめてのジェンダーと開発 田中由美子／編著 新水社 ３３３.８ハ
子育てママの「起業」の仕方教えます。 井上幸子／著 ゲイン ３３５イ
会議の９割はムダ 末松千尋／著 ＰＨＰ研究所 ３３６.２ス
「この人なら」と慕われるリーダーになれる 佐々木順子／著 サンマーク出版 ３３６.３サ
女性のビジネスマナーパーフェクトブック 松本昌子／監修 ナツメ社 ３３６.４ジ
ダイバーシティ経営と人材活用 佐藤博樹／編 東京大学出版会 ３３６.４ダ
現場から創る社会学理論 鳥越皓之／編著 ミネルヴァ書房 ３６１ゲ
対話する社会へ 暉峻淑子／著 岩波書店 ３６１.４テ
「つくる生活」がおもしろい 牧野篤／著 さくら舎 ３６１.７マ
移住女子 伊佐知美／著 新潮社 ３６５イ
これからの僕らの働き方 横石崇／編 早川書房 ３６６.２コ
女性に伝えたい未来が変わる働き方 野村浩子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ３６６.３ノ
大卒無業女性の憂鬱 前田正子／著 新泉社 ３６６.３マ
男性支配 ブルデュー／著 藤原書店 ３６７.１ブ
ハイスペック女子の憂鬱 矢島新子／著 洋泉社 ３６７.１ヤ
学んで活かそう女性の人権 国際女性の地位協会／編 国際女性の地位協会 Ｄ３６７.２マ
実家＆家族の大問題 日経ＢＰ社 Ｌ３６７.３ジ
超ソロ社会 荒川和久／著 ＰＨＰ研究所 ３６７.４ア
オンナひとりでもどうにか生きていけるっぽい！ 東園子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ３６７.７ア
ちょっと早めの老い支度　続々 岸本葉子／著 オレンジページ ３６７.７キ
同性パートナーシップ制度 棚村政行／編著 日本加除出版 ３６７.９ド
せいのめざめ 益田ミリ／著 河出書房新社 ３６７.９マ
難民高校生 仁藤夢乃／著 筑摩書房 ３６８.７ニ
おひとりさまの介護はじめ５５話 中沢まゆみ／著 築地書館 ３６９.２ナ
孤立していく子どもたち しんぶん赤旗社会部／著 新日本出版社 ３６９.４シ
なごや子ども貧困白書 子ども＆まちネット／編 風媒社 ３６９.４ナ
聞書き遊廓成駒屋 神崎宣武／著 筑摩書房 ３８４.９カ
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＊ 注目の３冊 ＊

『読書する女たち』 宇野木めぐみ／著 藤原書店 （０１９ウ）

かつて“小説を読む女性は堕落している”とされていた。家庭運営に重きを置いた

女子教育黎明期の「女性読者」を軸に18世紀フランス文学の世界を描く。

『これからの僕らの働き方』 横石崇／編 早川書房 （３６６.２コ）

多くの著名人の働き方を見てきた編著者が、今、一番おもしろい仕事をしている10人

にインタビュー。十人十色の働き方を紹介する。

『くまのトーマスはおんなのこ』 ジェシカ・ウォルトン／さく ポット出版プラス （Ｅウ）

少年エロールとくまのトーマスは友だちどうし。ある日トーマスが、自分は男の子ではなく

女の子のくまだと告白し…。トランスジェンダーがテーマの絵本。

愛知県女性総合センター　情報ライブラリー 1



江戸の乳と子ども 沢山美果子／著 吉川弘文館 ３８５.２サ
未開社会における性と抑圧 Ｂ．マリノフスキー／著 筑摩書房 ３８９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

おっぱいの進化史 浦島匡／著 技術評論社 ４８９オ
哀しみを得る 村中李衣／著 かもがわ出版 ４９０.１ム
認知症を生きる マガジンハウス Ｌ４９３.７ニ
みんなに知ってほしい不妊治療と医療保障 ニッセイ基礎研究所／編 保険毎日新聞社 ４９５.４ミ
乳がん 山内英子／著 主婦の友社 ４９５.４ヤ
これからの医療と介護のカタチ 佐々木淳／編著 日本医療企画 ４９８コ
看護婦の歴史 山下麻衣／著 吉川弘文館 ４９８.１ヤ
産後ケアの全て 林謙治／監修 財界研究所 ４９８.７サ
輝ける場所を探して 山口絵理子／著 講談社 ５８９.２ヤ
家事は、すぐやる！ マキ／著 ワニブックス ５９０マ
ばあちゃんの幸せレシピ 中村優／著 木楽舎 ５９６ナ
「仕事」も「育児」も大切なパパに贈る本 小林聖司／著 文芸社 ５９９コ
ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由 小林せかい／著 太田出版 ６７３.９コ

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

進化する男子アイドル 白河桃子／著 ヨシモトブックス ７６７.８シ
溺れた女 睡蓮みどり／著 彩流社 ７７８ス
うちの娘はＡＶ女優です アケミン／著 幻冬舎 ７７８.２ア
南谷真鈴　冒険の書 南谷真鈴／著 山と渓谷社 ７８６.１ミ
ともに明日を見る窓 きどのりこ／著 本の泉社 ９０９.３キ
津島佑子 河出書房新社 ９１０．２ツ
源氏姉妹（しすたあず） 酒井順子／著 新潮社 ９１３.３サ
おばちゃんたちのいるところ 松田青子／著 中央公論新社 ９１３.６マ
ＧＯ！ＧＯ！アリゲーターズ 山本幸久／著 集英社 ９１３.６ヤ
女たちが、なにか、おかしい 三砂ちづる／著 ミシマ社 ９１４.６ミ
セクシュアリティとヴィクトリア朝文化 田中孝信／編著 彩流社 ９３０.２セ
ダッハウの仕立て師 メアリー・チェンバレン／著 早川書房 ９３３チ
バッド・フェミニスト ロクサーヌ・ゲイ／著 亜紀書房 ９３４.７ゲ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

「今、ここ」から考える社会学 好井裕明／著 筑摩書房 Ｔ３６１ヨ
感染症医が教える性の話 岩田健太郎／著 筑摩書房 Ｔ３６７イ
炎路を行く者 上橋菜穂子／著 新潮社 Ｔ９１３.６ウ
セクシュアルマイノリティってなに？ 日高庸晴／監修 少年写真新聞社 Ｋ３６７セ
ひいな いとうみく／作 小学館 Ｋ９１３イ
ジョージと秘密のメリッサ アレックス・ジーノ／作 偕成社 Ｋ９３３ジ
くまのトーマスはおんなのこ ジェシカ・ウォルトン／さく ポット出版プラス Ｅウ
おむかえパパ ナディーヌ・ブランコム／文 主婦の友社 Ｅブ

●ＤＶＤ●
タイトル 監督等 発売者 請求記号

キャロル トッド・ヘインズ／監督
KADOKAWA（発行・販
売）

ＤＭヘ１７７２

ジョシゴト応援ＤＶＤ 愛知県／制作
愛知県県民生活部男
女共同参画推進課
（発行）

ＤＷア１７６８
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