
●哲学、歴史●（心理学、伝記など）

書　　　名 著　　者 出版者 請求記号
「女子の人間関係」から身を守る本 石原加受子／監修 ＰＨＰ研究所 １４３.５ジ
女５０歳からの１００歳人生の生き方 小島貴子／著 さくら舎 １５９.６コ
変革期イスラーム社会の宗教と紛争 塩尻和子／編著 明石書店 １６７シ
テーリー・ガーター 植木雅俊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １８３.１ウ
アジア系アメリカと戦争記憶 中村理香／著 青弓社 ２１０.７ナ
ホロコースト 大内田わこ／著 東銀座出版社 ２３４オ
フランス王妃列伝 阿河雄二郎／編 昭和堂 ２８８.４フ
生と性、女はたたかう 北山郁子／著 風媒社 ２８９.１キ
ラボ・ガール ホープ・ヤーレン／著 化学同人 ２８９.３ヤ

●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

不透明な未来についての３０章 雨宮処凛／著 創出版 ３０４ア
人間の居場所 田原牧／著 集英社 ３０４タ
政治学の批判的構想 衛藤幹子／著 法政大学出版局 ３１１エ
ライフステージと法 副田隆重／著 有斐閣 ３２０.４ラ
親権と子ども 榊原富士子／著 岩波書店 ３２４.６サ
性表現規制の文化史 白田秀彰／著 亜紀書房 ３２６.２シ
家族と国籍 奥田安弘／著 明石書店 ３２９.９オ
移行期的混乱 平川克美／著 筑摩書房 ３３２.１ヒ
縮小ニッポンの衝撃 ＮＨＫスペシャル取材班／著 講談社 ３３４.３エ
社会的課題に挑戦する若き起業家たち 関西中小企業研究所／編 晃洋書房 ３３５.８シ
自分たちでつくろうＮＰＯ法人！ 名越修一／著 学陽書房 ３３５.８ナ
「時短」と「成果」が両立する劇速スピード仕事術 日経ＢＰ社 Ｌ３３６.２ジ
女性活躍のための労務管理Ｑ＆Ａ１６４ 堀下和紀／著 労働新聞社 ３３６.４ジ
「外国」の学び方 石田洋子／編著 ラピュータ ３６１.５ガ
ファッションで社会学する 藤田結子／編 有斐閣 ３６１.５フ
町を住みこなす 大月敏雄／著 岩波書店 ３６５.３オ
下流予備軍 森井じゅん／著 イースト・プレス ３６６モ
ゆとり世代はなぜ転職をくり返すのか？ 福島創太／著 筑摩書房 ３６６.２フ
ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常識 樋口ユミ／著 朝日新聞出版 ３６６.３ヒ
男女平等は進化したか 鹿嶋敬／著 新曜社 ３６７.１カ
戦う姫、働く少女 河野真太郎／著 堀之内出版 ３６７.１コ
後悔しない「産む」×「働く」 斉藤英和／著 ポプラ社 ３６７.２１サ
戦中・戦後の山村婦人たち 請井雪子／編著 一粒書房 ３６７.２１セ
帰宅恐怖症 小林美智子／著 文芸春秋 ３６７.３コ
子ども・パートナーの心をひらく「聴く力」 辰由加／著 秀和システム ３６７.３タ
離婚家庭の子育て エイミー・Ｊ．Ｌ．ベイカー／著 春秋社 ３６７.４ベ
男子劣化社会 フィリップ・ジンバルドー／著 晶文社 ３６７.５ジ
二丁目の叔父さん 大谷峯子／著 三一書房 ３６７.９オ
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『生と性、女はたたかう』 北山郁子／著 風媒社 （２８９.１キ）

渥美半島の小さな村に赴任し、地域医療と全身で向き合った北山郁子70年の記録。

『母さん、ごめん。』 松浦晋也／著 日経ＢＰ社 （９１６マ）

男一匹、認知症の母を看る。思い知ったのは“男の子”が母の介護を行うことの

難しさ。科学ジャーナリストの実体験に基づく介護対策が満載の奮闘記。

『しっぱいなんかこわくない！』 アンドレア・ベイティー／作 絵本塾出版 （Ｅベ）

ロージーの夢は世界一のエンジニア！プレゼントした発明品をおじさんに笑われて

から、メカも夢も、ひっそりとしまいこむようになったけど…。
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ストーカー 長谷川京子／著 日本加除出版 ３６８.６ハ
障害のある私たちの地域で出産、地域で子育て 安積遊歩／編著 生活書院 ３６９.２シ
「もしも」に役立つ！おやこで防災力アップ 今泉マユ子／著 清流出版 ３６９.３イ
子ども格差の経済学 橘木俊詔／著 東洋経済新報社 ３７１.３タ
なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか 村田晶子／編著 青弓社 ３７７.１ナ
くらしの昭和史 小泉和子／著 朝日新聞出版 ３８２.１コ
洋裁文化と日本のファッション 井上雅人／著 青弓社 ３８３.１イ
〈ひとり死〉時代のお葬式とお墓 小谷みどり／著 岩波書店 ３８５.６コ
シンデレラの謎 浜本隆志／著 河出書房新社 ３８８ハ

●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

乳房の科学 乳房文化研究会／編 朝倉書店 ４９１.１ニ
オトナ女子のための“ホッ”と冷えとり手帖 渡邉賀子／著 主婦の友インフォス ４９３.１ワ
性別に違和感がある子どもたち 康純／編著 合同出版 ４９３.９コ
遺伝性乳がん・卵巣がんと生きる スー・フリードマン／著 彩流社 ４９５.４イ
「乳がん死ゼロの日」を目指して 富永健／著 星の環会 ４９５.４ト
先生！私は妊娠できますか？ 中村はるね／著 主婦の友インフォス ４９５.４ナ
女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来 下村委津子／編 昭和堂 ５１９.８ジ
誰にも頼れない女（ひと）のお金の守り方 小山智子／著 秀和システム ５９１コ
私、子ども欲しいかもしれない。 犬山紙子／著 平凡社 ５９８.２イ
たぶん、なんとかなるでしょう。 堀川真／著 福音館書店 ５９９ホ
図解＆事例で学ぶ起業・開店の教科書 シェルパ／著 マイナビ出版 ６７３シ
性風俗世界を生きる「おんなのこ」のエスノグラフィ 熊田陽子／著 明石書店 ６７３.９ク
女性市場攻略法 三菱総合研究所／編 日本経済新聞出版社 ６７５ジ

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

西洋美術：作家・表象・研究－ジェンダー論の視座から 鈴木杜幾子／編著 ブリュッケ ７０２.３セ
漱石のヒロインたち 増田裕美子／著 新曜社 ９１０.２マ
キッズファイヤー・ドットコム 海猫沢めろん／著 講談社 ９１３.６ウ
おじさんメモリアル 鈴木涼美／著 扶桑社 ９１４.６ス
母さん、ごめん。 松浦晋也／著 日経ＢＰ社 ９１６マ
韓国古小説の女たち 趙恵蘭／著 新幹社 ９２９.１チ
多文化アメリカの萌芽 里内克巳／著 彩流社 ９３０.２サ
７２００秒からの解放 ソルディス・エルヴァ／著 ハーパーコリンズ・ジャパン９３６エ
グリム童話と表象文化 大野寿子／編 勉誠出版 ９４０.２グ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

読みたい心に火をつけろ！ 木下通子／著 岩波書店 Ｔ０１７キ
これを知らずに働けますか？ 竹信三恵子／著 筑摩書房 Ｔ３６６タ
エカチェリーナ２世 迎夏生／漫画 ポプラ社 Ｋ２８９エ
春くんのいる家 岩瀬成子／作 文渓堂 Ｋ９１３イ
そらをとびたかったペンギン 申ももこ／作 学苑社 Ｅシ
しっぱいなんかこわくない！ アンドレア・ベイティー／作 絵本塾出版 Ｅベ

●ＤＶＤ●
タイトル 監督等 発売者 請求記号

純情きらり　全２巻 ＮＨＫエンタープライズ
DMジ１８０１
DMジ１８０２

べてる流女の一生
木林美枝子、小川和加子、そしてときどき吉田さん

中嶋映像教材出版出版部星
屑倶楽部

中島映像教材出版 DWナ１７９８ 
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