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●哲学、歴史●（心理学、伝記など）
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

ａｎ・ａｎの嘘 酒井順子／著 マガジンハウス ０５１.７サ
母ロス 榎本博明／著 幻冬舎 １４１.６エ
結婚の嘘 柴門ふみ／著 中央公論新社 １５２.２サ
女子の働き方 永田潤子／著 文響社 １５９.４ナ
女性リーダーのためのレジリエンス思考術 三田村薫／著 同文舘出版 １５９.４ミ
平安朝の女性と政治文化 服藤早苗／編著 明石書店 ２１０.３フ
「月給１００円サラリーマン」の時代 岩瀬彰／著 筑摩書房 ２１０.７イ
おふみさんに続け！女性哲学者のフロンティア 浅見洋／著 ポラーノ出版 ２８９.１タ
蔡英文自伝 蔡英文／著 白水社 ２８９.２ツ

●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

時局発言！ 上野千鶴子／著 ＷＡＶＥ出版 ３０４ウ
トマス・ホッブズの母権論 中村敏子／著 法政大学出版局 ３１１.２ナ
人権入門 横藤田誠／著 法律文化社 ３１６.１ヨ
娘に語る人種差別 タハール・ベン・ジェルーン／著 青土社 ３１６.８ベ
男性のための離婚の法律相談 本橋美智子／著 学陽書房 ３２４.６モ
データブック格差で読む日本経済 みずほ総合研究所／編 岩波書店 ３３２.１デ
貧困と闘う知 エステル・デュフロ／著 みすず書房 ３３３.８デ
これが答えだ！少子化問題 赤川学／著 筑摩書房 ３３４.３ア
知識ゼロからの小さな会社の始め方 アディーレ会計事務所／著 幻冬舎 ３３５ア
仕事の問題地図 沢渡あまね／著 技術評論社 ３３６.２サ
がんは働きながら治す！ 中川恵一／著 労働調査会 ３３６.４ナ
ダイバーシティとマーケティング 四元正弘／著 宣伝会議 ３３６.４ヨ
変容する社会と社会学 岩上真珠／編著 学文社 ３６１ヘ
「男損」の時代 牛窪恵／著 潮出版社 ３６１.６ウ
入門家族社会学 永田夏来／編 新泉社 ３６１.６ニ
忘れられた人類学者（ジャパノロジスト） 田中一彦／著 忘羊社 ３６１.７タ
地域連携による女性活躍推進の実践 国立女性教育会館／編 悠光堂 ３６６.１チ
労働相談全国ガイドブック 労働相談センター／編 同時代社 ３６６.１ロ
スーパーダディ　ビジネスマンの勧め 高橋一晃／著 双葉社 ３６６.７タ
フェミニストたちの政治史 大岳秀夫／著 東京大学出版会 ３６７.２オ
個人的なことと政治的なこと 井川ちとせ／編著 彩流社 ３６７.２コ
独りじゃダメなの 呉淑平／著 論創社 ３６７.２２ウ
日本の子連れ再婚家庭 新川てるえ／著 太郎次郎社エディタス ３６７.３シ
カンボジア農村に暮らすメマーイ 佐藤奈穂／著 京都大学学術出版会 ３６７.４サ
損する結婚儲かる離婚 藤沢数希／著 新潮社 ３６７.４フ
単身急増社会の希望 藤森克彦／著 日本経済新聞出版社 ３６７.４フ
介護する息子たち 平山亮／著 勁草書房 ３６７.５ヒ
裸足で逃げる 上間陽子／著 太田出版 ３６７.６ウ
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『おふみさんに続け！女性哲学者のフロンティア』 浅見洋／著 ポラーノ出版 （２８９.１タ） 

西田幾多郎を伯父にもち、東京女子大学の卒業生として最初の女性帝国大学生と 

なった高橋ふみ。学界で新たな道を切り拓くふみの人生と思想を紹介する。 
 

『皿洗いするの、どっち？』 山内マリコ／著 マガジンハウス （９１４.６ヤ） 

男がいると家事は３倍、男手問題は同棲で解決せず!  

結婚って、ほんとにハッピー？男と女のラブ&バトルを人気作家が痛快レポート。 
 

『うちってやっぱりなんかへん？』 トーリル・コーヴェ／作 偕成社 （Ｅコ） 

1960年代のノルウェー。おしゃれすぎる家、建築家のパパとママ、へんてこな自転車…。 

わたしはふつうがよかったのに―。ひとりの少女のなやましくも美しい日々を描く。 

新着資料案内 
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つくられた「少女」 渡部周子／著 日本評論社 ３６７.６ワ
セックスと超高齢社会 坂爪真吾／著 ＮＨＫ出版 ３６７.９サ
新同性愛って何？ 伊藤悟／著 緑風出版 ３６７.９シ
貧困クライシス 藤田孝典／著 毎日新聞出版 ３６８.２フ
がんばらない介護 橋中今日子／著 ダイヤモンド社 ３６９ハ
家族に介護が必要な人がいます 西岡修／著 朝日新聞出版 ３６９.２ニ
くらしの防災 坂本広子／著 メタモル出版 ３６９.３サ
奨学金が日本を滅ぼす 大内裕和／著 朝日新聞出版 ３７３.４オ
少子化時代の保育と教育 坂崎隆浩／著 世界文化社 ３７６.１サ
理系女性研究者の活躍促進シンポジウム 大貝彰／監修 大西隆 D３７７リ
カナダの女性政策と大学 犬塚典子／著 東信堂 ３７７.２イ
ニッポンの主婦１００年の食卓 主婦の友社／編 主婦の友社 ３８３.８ニ
子どもを産む・家族をつくる人類学 松岡悦子／編 勉誠出版 ３８５.２コ
ＬＧＢＴウェディング 葛和フクエ／著 ビオ・マガジン ３８５.４ク

●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

だって更年期なんだもーん　治療編 善方裕美／著 主婦の友社 ４９５.１ヨ
ウルトラ図解乳がん 斉藤光江／監修 法研 ４９５.４ウ
子宮がん・卵巣がん 宇津木久仁子／監修 講談社 ４９５.４シ
川を歩いて、森へ 天野礼子／著 中央公論新社 ５１９.８ア
音の記憶 小川理子／著 文芸春秋 ５４７.３オ
かあさんの暮らしマネジメント 一田憲子／著 ＳＢクリエイティブ ５９０.４イ
おひとり様でも、一生お金に困らない本 荻原博子／著 ＰＨＰ研究所 ５９１オ
お父さんのための日本一やさしい料理本 青木敦子／著 扶桑社 ５９６ア
「パパは大変」が「面白い！」に変わる本 安藤哲也／著 扶桑社 ５９６ア
祖父母手帳 森戸やすみ／監修 日本文芸社 ５９９ソ

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

バッドエンドの誘惑 真魚八重子／著 洋泉社 ７７８マ
女性・戦争・アジア 高良留美子／著 土曜美術社出版販売 ９０２.１コ
評伝石牟礼道子 米本浩二／著 新潮社 ９１０.２ヨ
眠れない夜は体を脱いで 彩瀬まる／著 徳間書店 ９１３.６ア
切腹考 伊藤比呂美／著 文芸春秋 ９１３.６イ
嫁をやめる日 垣谷美雨／著 中央公論新社 ９１３.６カ
皿洗いするの、どっち？ 山内マリコ／著 マガジンハウス ９１４.６ヤ
１３歳、「私」をなくした私 山本潤／著 朝日新聞出版 ９１６ヤ
カントリー・ガール エドナ・オブライエン／著 国文社 ９３０.２オ
ダーク・ヒロイン 矢野奈々／著 彩流社 ９３０.２ヤ
私たちが姉妹だったころ カレン・ジョイ・ファウラー／著 白水社 ９３３フ
ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室 キャスリーン・フリン／著 きこ書房 ９３６フ
バルザックの文学とジェンダー 東辰之介／著 春風社 ９５０.２ア

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

あなたのキャリアのつくり方 浦坂純子／著 筑摩書房 Ｔ３３５ウ
考えよう！女性活躍社会　1 孫奈美／編 汐文社 Ｔ３６６カ
わたしらしく、ＬＧＢＴＱ　2 ロバート・ロディ／著 大月書店 Ｔ３６７ロ
小学生になったらどうするんだっけ 辰巳渚／著 毎日新聞出版 Ｋ１５９タ
シリーズ・貧困を考える　1・２ 稲葉茂勝／著 ミネルヴァ書房 Ｋ３６８イ
赤いろうそく　第２８回 新美南吉記念館／編集 新美南吉記念館 Ｋ９１３ア
うちってやっぱりなんかへん？ トーリル・コーヴェ／作 偕成社 Ｅコ
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