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

それでいい。 細川貂々／著 創元社 146.8ホ
また身の下相談にお答えします 上野千鶴子／著 朝日新聞出版 159ウ
家族〉仕事（しごとよりもかぞく）で生きる。 赤城夫婦／著 ＳＢクリエイティブ 159.4ア
人生１００年時代の新しい働き方 小暮真久／著 ダイヤモンド社 159.4コ
子や孫にしばられない生き方 河村都／著 産業編集センター 159.6カ
そっと無理して、生きてみる 高橋幸枝／著 小学館 159.7タ
キュロテ ペネロープ・バジュー／著 ＤＵ　ＢＯＯＫＳ 280.4バ
嵐を呼ぶ少女とよばれて 菱山南帆子／著 はるか書房 289.1ヒ
女興行師吉本せい 矢野誠一／著 筑摩書房 289.1ヨ
師任堂のすべて 劉禎恩／著 キネマ旬報社 289.2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

スロヴェニアを知るための６０章 柴宜弘／編著 明石書店 302.3ス
サフラジェット 中村久司／著 大月書店 314.8ナ
私にとっての憲法 岩波書店編集部／編 岩波書店 323.1ワ
イラストと図解でよくわかる！前向き離婚の教科書 森元みのり／監修 日本文芸社 324.6イ
ファーザー・アンド・チャイルド・リユニオン ワレン・ファレル／著 社会評論社 324.6フ
競争社会の歩き方 大竹文雄／著 中央公論新社 331オ
ライフ・プロジェクト ヘレン・ピアソン／著 みすず書房 334.2ピ
中国「絶望」家族 メイ・フォン／著 草思社 334.3フ
だから、居場所が欲しかった。 水谷竹秀／著 集英社 334.4ミ
６０の先進事例で学ぶ本当の働き方改革 日経ＢＰ社 Ｌ336ロ
ミレニアル起業家の新モノづくり論 仲暁子／著 光文社 336.1ナ
時短術大全 生産性改善会議／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336.2ジ
最高の職場をつくる働くルール 坂上和芳／著 ぱる出版 336.4サ
働き方改革７つのデザイン 土田昭夫／編 日本経済新聞出版社 336.4ハ
配偶者控除等の改正でこう変わる！ 石井敏彦／共著 大蔵財務協会 345.3ハ
現代日本の家族社会学を問う 藤崎宏子／編著 ミネルヴァ書房 361.6ゲ
結婚差別の社会学 斎藤直子／著 勁草書房 361.8サ
人口減少と社会保障 山崎史郎／著 中央公論新社 364ヤ
ギグ・エコノミー ダイアン・マルケイ／著 日経ＢＰ社 366マ
超高齢社会２．０ 桧山敦／著 平凡社 366.2ヒ
総合力 岡田東詩子／著 ビジネス教育出版社 366.3オ
仕事と家庭は両立できない？ アン＝マリー・スローター／著 ＮＴＴ出版 366.3ス
お先に失礼します！ 中村一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 366.7ナ
女たちが立ち上がった 折井美耶子／編著 ドメス出版 367.1オ
ベル・フックスの「フェミニズム理論」 ベル・フックス／著 あけび書房 367.1フ
シングル女性の貧困 小杉礼子／編著 明石書店 367.21シ
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『キュロテ』 ペネロープ・バジュー／著 ＤＵ ＢＯＯＫＳ （２８０.４バ）

勇猛果敢な女戦士、古代ギリシャ初の女性医師、中国史上唯一の女帝…。

時代を切り拓いたパワフルな女性15人の人生を描いた偉人伝コミック。

『性の“幸せ”ガイド 新版』 関口久志／著 エイデル研究所 （３６７.９セ）

性に悩み、それを乗り越えて幸せになった若者たちのリアルストーリーを盛り込み、

異性への理解、避妊の必要性、多様な性など、性にまつわる大切な知識を伝える。

『ファニー１３歳の指揮官』 ファニー・ベン＝アミ／著 岩波書店 （Ｔ９２９ベ）

1943年、ユダヤ人迫害の嵐の中、13歳の少女ファニーは、大勢の子どもたちを引率

してスイスへ逃げることに…。自分と仲間の命を救うために奮闘した少女の実話。
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オトナ親子の同居・近居・援助 大和礼子／著 学文社 367.3ヤ
「サードエイジ」をどう生きるか 片桐恵子／著 東京大学出版会 367.7カ
誰も教えてくれない大人の性の作法（メソッド） 坂爪真吾／著 光文社 367.9サ
性の“幸せ”ガイド　新版 関口久志／著 エイデル研究所 367.9セ
男色を描く 染谷智幸／編 勉誠出版 367.9ナ
封じ込められた子ども、その心を聴く 中塚幹也／著 ふくろう出版 367.9ナ
ヨコハマメリー 中村高寛／著 河出書房新社 368.4ナ
男が痴漢になる理由 斉藤章佳／著 イースト・プレス 368.6サ
一人でもだいじょうぶ　仕事を辞めずに介護する おちとよこ／著 日本評論社 369.2オ
忘却の引揚げ史 下川正晴／著 弦書房 369.3シ
家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援 小崎恭弘／編著 ミネルヴァ書房 369.4カ
東ドイツ“性”教育史 池谷寿夫／著 かもがわ出版 372.3イ
子どもの貧困と教育の無償化 中村文夫／著 明石書店 373.1ナ
アカデミック・ハラスメントの解決 北仲千里／著 寿郎社 377.1キ

●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

理科好きの子どもを育てる本 宇治美知子／著 出版芸術社 407ウ
長生き地獄 松原惇子／著 ＳＢクリエイティブ 490.1マ
夫婦の危機は発達障害が原因かもしれない 宮尾益知／著 河出書房新社 493.7ミ
子どもの脳を傷つける親たち 友田明美／著 ＮＨＫ出版 493.9ト
がんになる前に乳房を切除する 小倉孝保／著 文芸春秋 495.4オ
出生前診断、受けますか？ ＮＨＫスペシャル取材班／著 講談社 495.6ニ
残念和食にもワケがある 岩村暢子／著 中央公論新社 498.5イ
ドリーム マーゴット・リー・シェタリー／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 538.9シ
弘兼流６０歳からの楽々男メシ 弘兼憲史／著 マガジンハウス 596ヒ
パパは脳研究者 池谷裕二／著 クレヨンハウス 599イ
荒くれ漁師をたばねる力 坪内知佳／著 朝日新聞出版 661.7ツ
家族ではじめる、小さなカフェ 渡部和泉／著 旭屋出版 673.9ワ
無理せず楽に楽しく、好きな仕事で自立する方法 中尾亜由美／著 つた書房 675ナ
女性とツーリズム 友原嘉彦／編著 古今書院 689.2ジ

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

定本〈男の恋〉の文学史 小谷野敦／著 勉誠出版 910.2コ
星ちりばめたる旗 小手鞠るい／著 ポプラ社 913.6コ
主婦悦子さんの予期せぬ日々 久田恵／著 潮出版社 913.6ヒ
我がおっぱいに未練なし 川崎貴子／著 大和書房 916カ
父よ、ロング・グッドバイ 盛田隆二／著 双葉社 916モ
暴力とイスラーム アドニス／著 エディション・エフ 929.7ア
ヒロインの妊娠 吉野成美／著 音羽書房鶴見書店 930.2ヨ
わたしの本当の子どもたち ジョー・ウォルトン／著 東京創元社 933ウ
私の中のわたしたち オルガ・Ｒ．トゥルヒーヨ／著 国書刊行会 936ト
レーナの日記 エレーナ・ムーヒナ／著 みすず書房 985ム

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

危機の現場に立つ 中満泉／著 講談社 Ｔ329ナ
スカートはかなきゃダメですか？ 名取寛人／著 理論社 Ｔ769.9ナ
ファニー１３歳の指揮官 ファニー・ベン＝アミ／著 岩波書店 Ｔ929ベ
サイモンｖｓ人類平等化計画 ベッキー・アルバータリ／作 岩波書店 Ｔ933ア
考えよう！子どもの貧困 中嶋哲彦／監修 ＰＨＰ研究所 Ｋ369カ
もうひとつのＷＯＮＤＥＲ Ｒ．Ｊ．パラシオ／作 ほるぷ出版 Ｋ933パ
天女かあさん ペクヒナ／作 ブロンズ新社 Eペ
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