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

新編下田歌子著作集　２ 下田歌子／著 三元社 ０８１.６シ
３０分でできる不安のセルフコントロール マシュー・マッケイ／著 金剛出版 １４１.６マ
女の機嫌の直し方 黒川伊保子／著 集英社インターナショナル １４３.１ク
やりがいから考える自分らしい働き方 矢島里佳／著 キノブックス １５９.４ヤ
ヒロインの旅 モーリーン・マードック／著 フィルムアート社 １５９.６マ
仏教の女神たち 森雅秀／著 春秋社 １８８.５モ
ジェンダーの中世社会史 野村育世／著 同成社 ２１０.４ノ
主婦の友社創業者　石川武美 大分県宇佐市／編 梓書院 ２８９.１イ
メアリー・シーコール自伝 メアリー・シーコール／著 彩流社 ２８９.３シ

●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

新しい力 共同通信社／編 新評論 ３０９ア
絵で見てわかる人権 岩本一郎／著 八千代出版 ３１６.１イ
知事が政治家になるとき 中条美和／著 木鐸社 ３１８.２ナ
いちばんやさしい憲法入門 初宿正典／著 有斐閣 ３２３.１イ
面会交流支援の方法と課題 二宮周平／編 法律文化社 ３２４.６メ
終活にまつわる法律相談 安達敏男／著 日本加除出版 ３２４.７ア
性暴力の罪の行為と類型 森川恭剛／著 法律文化社 ３２６.２モ
未来の年表 河合雅司／著 講談社 ３３４.３カ
マンガでわかる事業計画書のつくり方 渡辺政之／監修 西東社 ３３６.１マ
日本の人事を科学する 大湾秀雄／著 日本経済新聞出版社 ３３６.４オ
有期労働契約の無期転換がわかる本 岡田良則／著 自由国民社 ３３６.４オ
働く人改革 沢渡あまね／著 インプレス ３３６.４サ
女性の話を聴かない上司は仕事をだめにする 前川由希子／著 ポプラ社 ３３６.４マ
部下がアスペルガーと思ったとき上司が読む本 宮尾益知／著 河出書房新社 ３３６.４ミ
「コミュ力」アップ実践講座 下平久美子／著 オレンジページ ３６１.４シ
知ったかぶりの社会保険 田島雅子／著 中央経済社 ３６４.３タ
労基署がやってきた！ 森井博子／著 宝島社 ３６６.１モ
正社員消滅 竹信三恵子／著 朝日新聞出版 ３６６.２タ
雇用と結婚・出産・子育て支援の経済学 足立泰美／著 大阪大学出版会 ３６６.３ア
働き方の男女不平等　理論と実証分析 山口一男／著 日本経済新聞出版社 ３６６.３ヤ
１８時に帰る 秋山開／著 プレジデント社 ３６６.７ア
育児は仕事の役に立つ 浜屋祐子／著 光文社 ３６６.７ハ
派遣労働という働き方 島貫智行／著 有斐閣 ３６６.８シ
はじめてのジェンダー論 加藤秀一／著 有斐閣 ３６７.１カ
写真記録　一色婦人会 請井雪子／編著 一粒書房 ３６７.２シ
女子と貧困 雨宮処凛／著 かもがわ出版 ３６７.２１ア
ポスト〈カワイイ〉の文化社会学 吉光正絵／編著 ミネルヴァ書房 ３６７.２１ポ
どうなってるんだろう？子どもの法律 山下敏雅／編著 高文研 ３６７.６ド
熟年婚活 家田荘子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ３６７.７イ
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＊ 注目の３冊 ＊

『仏教の女神たち』 森雅秀／著 春秋社 （１８８.５モ）

仏教になぜ女性のほとけが出現したのか？弁才天や吉祥天など６女神を取り上げ、

ルーツ、図像的特徴、信仰、実践儀礼などを解説する。

『育児は仕事の役に立つ』 浜屋祐子／著 光文社 （３６６.７ハ）

「育児経験がリーダーシップ促進など、ビジネスパーソンによい影響を与える」

という研究を元に、未来の働き方を考える。

『ナビラとマララ』 宮田律／著 講談社 （Ｋ２８９ミ）

２人の少女に起きた出来事と背景を軸に、「対テロ戦争」が終わらない理由を解き明かす。

新着資料案内
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国際セクシュアリティ教育ガイダンス ユネスコ／編 明石書店 ３６７.９コ
孤独な世界の歩き方 村上裕／著 イースト・プレス ３６７.９ム
世界の産声に耳を澄ます 石井光太／著 朝日新聞出版 ３６８イ
ストーカーの時代 ブラン・ニコル／著 青土社 ３６８.６ニ
アジア諸国の女性障害者と複合差別 小林昌之／編 アジア経済研究所 ３６９.２ア
「赤ちゃんポスト」は、それでも必要です。 田尻由貴子／著 ミネルヴァ書房 ３６９.４タ
教育とＬＧＢＴＩをつなぐ 三成美保／編著 青弓社 ３７４.９キ
文科省／高校「妊活」教材の嘘 西山千恵子／編著 論創社 ３７５.４モ
女子学生のキャリアデザイン 野村康則／編著 水曜社 ３７７.９ジ
家庭教育は誰のもの？ 木村涼子／著 岩波書店 ３７９.９キ
中世の〈遊女〉 辻浩和／著 京都大学学術出版会 ３８４.９ツ
ボディ・スタディーズ マーゴ・デメッロ／著 晃洋書房 ３８９デ
日本を守る！女性自衛官すっぴん物語 ちーぱか／著 扶桑社 ３９２.１チ

●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

ドラキュラ女子のための貧血ケア手帖 浜木珠恵／著 主婦の友インフォス ４９３.１ハ
最新図解大人の発達障害サポートブック 小野和哉／著 ナツメ社 ４９３.７オ
難病患者の恋愛・結婚・出産・子育て 秋山智／編著 あっぷる出版社 ４９３.７ナ
がん治療中の女性のためのＬＩＦＥ＆Ｂｅａｕｔｙ さとう桜子／著 主婦の友社 ４９４.５サ
ちょびもれ女子のための「あ！」すっきり手帖 関口由紀／著 主婦の友インフォス ４９５.４セ
日本一赤ちゃんが産まれる病院 亀山早苗／著 中央公論新社 ４９８.１カ
働く女性のストレスとメンタルヘルスケア 丸山総一郎／編 創元社 ４９８.８ハ
男子ごはんの本　その９ 国分太一／著 ＭＣＯ ５９６ダ
時間とお金にゆとりができる「小さな家」 尾崎友吏子／著 誠文堂新光社 ５９７オ
ヨチヨチ父 ヨシタケシンスケ／著 赤ちゃんとママ社 ５９９ヨ
風俗嬢の見えない孤立 角間惇一郎／著 光文社 ６７３.９カ

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

破壊しに、と彼女たちは言う 長谷川祐子／著 東京芸術大学出版会 ７０２.８ハ
アメリカ　マイノリティの輝き 鎌田遵／著 論創社 Ｌ７４８カ
心が疲れたときに観る映画 佐野亨／編 立東舎 ７７８コ
女子プロレスラー小畑千代 秋山訓子／著 岩波書店 ７８８.２ア
ひまわりのように カレイナニ早川／著 双葉社 ７９９カ
ワールド・カフェをやろう 香取一昭／著 日本経済新聞出版社 ８０９.６カ
大庭みな子　響き合う言葉 与那覇恵子／編著 めるくまーる ９１０.２オ
異界へいざなう女 恋田知子／著 平凡社 ９１３.４コ
男尊女子 酒井順子／著 集英社 ９１４.６サ
どうして普通にできないの！ こだまちの／著 協同医書出版社 ９１６コ
ママがほんとうにしたかったこと エリザベス・イーガン／著 小学館 ９３３イ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

カーネーション いとうみく／作 くもん出版 Ｔ９１３イ
ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン ジョン・グリーン／作 岩波書店 Ｔ９３３グ
ルビィのぼうけん リンダ・リウカス／作 翔泳社 Ｋ００７リ
ナビラとマララ 宮田律／著 講談社 Ｋ２８９ミ
きょうのお母さんはマル、お母さんはバツ 雨こんこん／文 星和書店 Ｋ４９３ア

●ＤＶＤ●
タイトル 監督等 発売者 請求記号

ひきこもりからの回復　全３巻 斎藤　環／監修，出演
ＮＨＫ厚生文化事業団（制
作・著作）

ＤＷア１７９４
ＤＷア１７９５
ＤＷア１７９６
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　 　　　（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)

　　　　　名古屋市東区上竪杉町1番地　愛知県女性総合センター（ウィルあいち）１階

　　　　　ＴＥＬ　：　０５２‐９６２‐２５１０（直通）　　　　ＦＡＸ　：０５２‐９６２‐２６１０

愛知県女性総合センター　情報ライブラリー 2


